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第 1 号議案

令和 2 年度　事　業　報　告

自　令和 2 年 4 月 1 日

至　令和 3 年 3 月31日

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

総　　　　　説

　令和 2 年度は、昨年はじめに日本での感染者が報告された新型コロナウイルス感染症の

対応に追われた 1 年だった。4 月 7 日より福岡県を含む 7 都府県に緊急事態宣言が発せら

れ、本会においても事務局職員のテレワークを実施するなど感染防止対策に努めた。5 月

14日には福岡県の緊急事態宣言は解除されたものの、感染防止対策として、社員総会を委

任表決による開催とし、会員報告会については開催の中止を余儀なくされた。また、宅地

建物取引士法定講習会は講習会の開催に代わり「特例措置」として自宅学習となり、よか

街福岡、消費者セミナーなどの事業を中止、福岡県では本年 1 月14日から再び緊急事態宣

言が発せられ、不動産移動無料相談会も中止せざるを得なかった。そのような中、本部講

習会や業者講習会については、会場による受講のほかＷＥＢによる視聴で受講することも

できるようにし、感染防止対策と同時に会員の利便性向上にも努めた。

　一方、緊急事態宣言発令中の 5 月 1 日には、福岡県知事及び自由民主党福岡県支部連合

会に対し、コロナ禍における県内法務局の業務停滞による登記手続き遅延の解消や中小事

業者（テナント）に対する賃料の助成などの要望を行った。また、同月15日には、福岡県

に対して不織布マスク 5 万枚を寄贈した。7 月には、豪雨被害に遭った大牟田市からの協

力依頼により被災者支援住宅の斡旋や仲介手数料の補填などの支援を行った。なお、マス

クの寄贈や大牟田市への支援事業については、災害対策引当資産（次頁※印参照）の目的

外使用として取崩した（後に被災者支援住宅の一部が国の災害認定を受けた）が、今後は

福岡県・福岡市・北九州市との災害協定（四者協定）に基づかない災害や感染症など幅広

い支援を可能とするために新たな積立準備資金を創設した。

　10月には、福岡県が開設した「福岡県空き家サポートセンター」へ相談員を派遣するな

どを骨子とした協定を締結し、空き家・空き地対策事業への協力を推進した。

　我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあり、
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感染拡大の防止策を講じるなかで、総合経済対策の着実な執行等による各種政策の効果や

海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。

　本会は公益社団法人として不動産取引を通して関わるすべての方に安全で安心できる住

環境を提供することで、消費者から高い信頼を受ける団体を目指し、本会が掲げる公益目

的事業の三本柱である「調査研究・情報提供事業」、「啓発活動・人材育成事業」、「地域社

会への貢献事業」を着実に実施するものであり、3 つの公益目的事業・その他事業と各委

員会が実施した事業内容の詳細は次のとおり。

※災害対策引当資産：福岡県・福岡市・北九州市との「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、災害時に福岡県・福岡市・北九州市の要請により本会が被

災者救済のために居住支援活動を行うための事業積立資金。

Ⅰ．不動産取引に係る調査研究・情報提供事業（公益目的事業 1 ）

●不動産流通の適正化・円滑化を推進し、消費者に不動産取引にかかる有用・有益な情報

の提供を行い、住宅市場活性化に努めた。

①不動産情報ネットふれんずの蓄積データを活用して福岡県内の不動産流通市場を分

析、「ふれんず市況レポート」を作成した。公開したレポート内容は解説動画を新

たに設置するなど情報発信力を強めた。

②福岡県と協定を締結し、市町村空き家バンク情報を集約して地域を横断して物件検

索が可能となった県版バンク「空き家ＤＥ暮らす」をふれんず上にオープン。令和

2 年度は自治体との協定はなかったが、2 自治体が新たに参加し、現在参加行政は

24自治体となった。なお、物件登録には、「市町村空き家バンクの登録事業者」で

あることと「当該市町村が『空き家ＤＥ暮らす』への参加表明」等の要件を満たす

必要がある。

③空き家の発生を抑制するために、市町村や本会等各関係団体と連携して空き家の掘

り起こしと所有者に対して処分や利活用の働きかけを行う新たな機関として、（一

財）福岡県建築住宅センターが「福岡県空き家活用サポートセンター（イエカツ）」

を設立、本会は出張相談会への相談員の派遣などの協力を行った。なお、令和 2 年

度は10カ所で開設された出張相談会へ相談員を派遣した。

④行政と連携し、高齢者の入居を拒まない「高齢者入居支援賃貸住宅」をふれんずに

て特集、情報提供を行うことで高齢者の居住支援を行った。

⑤福岡県内の多くの外国人や留学生等が安心・安全に入居できるように賃貸借契約書
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など関連書式の英語版、中国語版、ハングル版の説明資料及び「お部屋探しのガイ

ドブック・賃貸住まい方ルールブック」や 3 カ国語による物件情報の提供により居

住支援に努めた。

⑥宅地建物取引業法により説明義務化され、ますます関心が高まっているインスペク

ション（建物状況調査）は、福岡県が実施する「住まいの健康診断」事業に引き続

き協力し、ふれんず上に「住まいの健康診断（インスペクション）物件特集」を掲

載し、消費者が安心・安全に中古住宅の取引ができるよう事業の推進と啓発に努め

た。

⑦全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）が取り組む「全宅連安心Ｒ住宅（耐震性

があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォー

ム等について情報提供が行われる既存住宅）」事業の受付業務及び消費者等からの

相談窓口として対応した。なお、全宅連安心Ｒ住宅では、売主が必ず本会の会員で

あり、既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の付保が必須要件となる。

⑧ふれんずの賃貸物件情報を基にした自動分析サービス「賃貸物件エリア情報レポー

ト」を提供、賃貸オーナーに対する空室改善の提案やリフォームの提案資料として

活用できるよう賃貸市場の把握と適正化に努めた。

⑨福岡市内の商店街と地域の活性化を目指して、同市、福岡商工会議所、本会との三

者連携によってふれんず上で公開している「あ・きてん福岡」（福岡市商店街空き

店舗情報特集ページ）の周知と併せて、同市が実施する様々な支援制度についての

普及促進にも努めた。

Ⅱ．不動産取引等啓発活動・人材育成事業（公益目的事業 2 ）

●消費者に向けて安心・安全な不動産取引のための啓発宣伝活動や宅地建物取引業者に対

する資質向上、専門家としての人材育成を行った。

①宅地建物取引業法第22条の 2 に基づく宅地建物取引士講習及び宅地建物取引士証の

交付業務については、福岡県から指定を受けた実施団体として、令和 2 年度は講習

会を36回実施、3,094名が受講し、受講免除や県外受講等を含め4,184名に対し宅地

建物取引士証の交付を行った。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応

として、11月と12月を除き特例措置として受講免除、自宅学習によるものとなった。

このことにより宅地建物取引の専門家の育成及び資質の維持・向上を図り、公正な

宅地建物取引を確保することで消費者保護に努めた。

②宅地建物取引業法第64条の 6 に基づく講習会については、福岡県の補助事業として、

主に県内の宅地建物取引業者及び従業員を対象に県下 4 会場において、また、保証
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協会との共同開催により同じく 4 会場において、法令遵守、法令改正、人権研修な

どの講習を実施し、消費者保護のため宅地建物取引業者の資質向上を図り、業務の

適正な運営と取引の公正確保に努めた。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止

への対応として、ＷＥＢ視聴による参加も可能とした。また、本会は基本的人権を

尊重し、差別のない社会を作るために、広報誌「宅建ふくおか」を通じて、宅地建

物取引における人権問題関連法令等を会員に周知し、啓発活動に努めた。

③消費者に安心・安全な不動産取引が提供できるよう会員を対象として事務所を訪問

し、宅地建物取引業法に定められた項目について実態調査を実施した。住所不確知

など特に法令に反する悪質なものについては、福岡県に報告することにより会員全

体のモラルアップに努めた。また、違反屋外広告物の県内一斉除去や確認作業を実

施し、違反広告物を掲出した会員に対しては文書指導を行うとともに、他団体所属

の宅建業者については、所属団体宛に指導依頼文書を送付し、住生活の安定と消費

者保護に努めた。

④不動産取引に関わるすべての方を対象として、不動産に関する知識の習得及び公正

な取引を確保するため、全宅連が実施する認定資格事業「不動産キャリアパーソン」

の啓発活動を積極的に行い、安心・安全な不動産取引の推進に努めた。

Ⅲ．地域社会への貢献事業（公益目的事業 3 ）

●不動産取引紛争の未然防止及び安全な不動産取引の環境作り並びに住民に良好で豊かな

住環境を提供し、地域社会の健全な発展に寄与した。また、地域社会に安心・安全な住

環境を提供するため福岡県警察と本会本部・支部との連携強化を図り、犯罪防止と反社

会的勢力排除に向けた取り組みを行った。

①不動産取引にかかるトラブルの未然防止や問題解決のために不動産無料相談所を

週 5 日開設し、安心・安全な不動産取引の実現に努めた。なお、消費者が不動産無

料相談所へ来所した件数は175件（前年比▲176件）、電話による相談は1,960件（前

年比▲848件）だった。相談内容では借地借家に関するものが832件（前年比▲224

件）と一番多く、全体の約39％を占め、次いで売買契約に関するものが407件（前

年比▲201件）だった。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、

苦情申出を除き来所相談を控えていただくようホームページ等で案内した。また、

福岡県の地域性や高齢者・障害者等の利便性を考慮し、常設の相談所のみならず、

福岡県内の行政機関等に定期的に不動産相談員を派遣することで消費者保護に努め

た。なお、新たに大川市とも協定書を締結、1 月より相談員を派遣している。

②福岡県暴力団排除条例の施行を受け、暴力団等反社会的勢力排除の活動を推進する
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ため、会員に対し「反社会的勢力でないこと等に関する宣言・確約書」の提出を働

きかけた。

③地域社会における犯罪防止・治安維持を目的に本会、福岡県警察、福岡県鉄道協議

会と共同で駅の利用者を対象とした「防犯ブザーの無料レンタル事業」を継続実施

した。また、ＤＶ・ストーカー被害者等への住宅情報提供制度の推進。また、新型

コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、不織布マスク 5 万枚を購入し、福

岡県へ寄贈した。

Ⅳ．その他事業（相互扶助等事業）

●会員支援及び福利厚生を目的とした共益事業を支部を中心に行った。

　（1）会員支援事業

①公的分譲地・工業団地等の販売あっせん業務について、会員へ協力を要請した。

②県下市町村と空き家情報の発信及び定住の推進について、会員へ協力を要請した。

　（2）会員間の相互扶助事業

①会員の健康診断等を実施した。

Ⅴ．法人管理事務

　（1）庶務事務関連

①入会促進、入退会、会員情報の管理事務を行った。

②会務運営、業務処理に対応するため関連諸規程等の検討、整備を行った。

③会員、行政機関等に不動産関連情報を広報誌「宅建ふくおか」にて告知した。また、

本会が取り組んでいる事業について渉外活動も行った。

　（2）経理事務関連

①会費徴収事務及び公益法人会計基準に則って、予算書、決算書の作成を行った。

②公益法人としての適正な予算の執行、資金・固定資産の管理を行った。
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委員会等事業報告

＜総務委員会＞

 1 ．各支部より上程された入会者等について下記のとおり審査。

　　厳正な審査を行い、新入会279社、承継45社、代表者変更308社を審査。

　　3 月末現在の会員数が5,352社となった。

 2 ．入会促進に関する事業

①本会の入会案内パンフレットを県内の全県土整備事務所及び資格取得学校に設置した

ほか、本会HP及び全宅連HPからの資料請求者に送付した。

②入会資格者研修会受講者に対し、入会に関するアンケートを実施。結果をとりまとめ、

人材育成委員会に提案した。

③不動産業に興味がある方、開業予定の方を対象に不動産開業支援セミナーを企画。県

下 3 会場で実施した。開催告知については、本会ＨＰや不動産情報ネット「ふれんず」

でのバナー掲載、新聞への掲載、パブリシティでのＰＲ、宅地建物取引士法定講習会

や県土整備事務所、資格取得学校等でのチラシ配布、リスティング広告の他、行政に

後援依頼を行い、周知を図った。

　　■不動産開業支援セミナー結果一覧

　　 （第 1 回）

　　　○日　時　　令和 2 年10月16日（金）　13：00 ～

　　　○会　場　　福岡県中小企業振興センター（福岡市）

　　　○申込者　　35名

　　　○受講者　　25名

　　 （第 2 回）

　　　○日　時　　令和 2 年11月14日（土）　13：00 ～

　　　○会　場　　小倉興産ＫＭＭビル（北九州市）

　　　○申込者　　31名

　　　○受講者　　27名

　　 （第 3 回）

　　　○日　時　　令和 2 年12月12日（土）　13：00 ～

　　　○会　場　　久留米シティプラザ（久留米市）

　　　○申込者　　24名

　　　○受講者　　21名
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　　 （第 4 回）

　　　○日　時　　令和 3 年 1 月23日（土）　13：00 ～

　　　○会　場　　天神ビル（福岡市）

　　　 （新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止）

　　3 会場の申込者が計90名、受講者が計73名で、受講者のアンケート集計結果では、

約 9 割の方が「宅建協会に加入して開業したい」「まだ検討中だが、いずれは宅建協

会に加入して開業したい」と回答した。これまで（平成23年度～令和 2 年度）のセミ

ナー参加者の中で、令和 2 年度の新入会者は13名であった。また、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止とした、第 4 回不動産開業支援セミナーの代替案としてセ

ミナーのプログラムの一部を本会ＨＰにて動画配信を行った。

 3 ．退会理由の調査に関する事業

　　平成27年度より実施している退会者向けの「退会理由アンケート」を今年度も継続し、

今後の会務運営の参考とした。

 4 ．諸規程の検討、整備

　　「会費徴収に関する運用基準」「会費未納による会員権一時停止に関する取扱規程」「入

会審査規程」「会員権承継規程」「綱紀委員会規程」の一部改正を検討し、上程した。

 5 ．ホームページの運営、管理及びリニューアル

　　会員専用サイト、公式Facebookページ及びLINEアカウントの改修、更新を行った。

 6 ．機関誌広報「宅建ふくおか」の編集及び発行

　　○広報の編集及び発行業務

　　法令改正情報や公益事業、宅地建物取引業等を会員や消費者に周知するため、広報

「宅建ふくおか」538号から543号を発行。全会員へ配布するとともに、官公庁等に対

して送付し、宅建協会ＨＰ・会員専用サイトにおいて公開した。

　　宅建業法の改正に伴い、業界の更なる資質向上を目的として、全宅連が行う「不動

産キャリアパーソン」や本会主催の法定講習会の受講について、毎号誌面に案内文を

掲載し、更なる周知に努めた。

　　また、表紙デザインを変更し、目玉記事を広報誌表紙に掲載することにより広報誌

の閲読率向上に努めた。

　　■機関誌の主な送付先

　　国土交通省・福岡県庁・福岡県内の県土整備事務所・福岡県警察・新聞社・テレ

ビ局等、計405団体。

　　○同封広告物の精査

　　封入依頼のあった広告物を「会報誌広告物の取り扱いに関する規程」に従い、内容
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を精査。承認された広告物を同封した。

 7 ．広告活動の検討及び実施

　　不動産無料相談所を一般消費者に周知するため、馬出九大病院前駅の電照看板及び

吉塚駅の地図横広告を継続して掲出することを企画し、広報部会に上程した。承認を

受け、継続掲出を行った。また、不動産情報ネット「ふれんず」を効果的にPRし、本部・

支部が行うイベント等で活用するため、ロールスクリーン型のバックパネルを製作し

た。

 8 ．公有地あっせん情報等の提供

　　円滑な不動産流通の促進のため、県有地のあっせん情報、福岡市等の公売情報など

を会員専用サイトで会員に案内した。

 9 ．官公庁及び関係団体等要請による周知活動の実施

　　官公庁及び関係団体等の要請により、「水害リスク情報の重要事項説明追加に伴う

宅建業法施行規則の一部改正について」「緊急事態宣言に基づく県の緊急事態措置に

ついて」「新型コロナウイルス感染症にかかる対応について」等について、全会員に

向け会員専用サイト・Facebook・LINE上で周知を行った。

10．社会貢献事業の検討及び実施

①後継者問題及び少子化対策の一環として、協会会員や会員のご子息・ご令嬢、従業

員の方々を対象にカップリングパーティーを企画。今年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から、例年実施している対面でのカップリングパーティーの開

催を見送ることとした。なお、昨年度より福岡県福祉労働部子育て支援課の協力を

得て、異なる業界団体間でのカップリングパーティー（異業種交流会）を実施して

いるが、今年度は福岡中小企業経営者協会と共同で、「Zoom」を使ったオンライン

カップリングパーティーを開催した。その結果、参加 4 組中 3 組のカップルが成立

した。

　　　■カップリングパーティー結果一覧

　　　（異業種交流会）

　　　　○日　時：令和 3 年 2 月 6 日（土）　19：00 ～

　　　　○内　容：Ｚｏｏｍを使用したオンラインカップリングパーティー

　　　【申込者内訳】

　　　　■男性　　　　　　　　　　　　　　　■女性

　　　　　申込者 4 名、参加者 4 名　　　　　　　申込者 4 名、参加者 4 名

②福岡県鉄道連絡協議会の要請を受け、県内各駅での防犯ブザーレンタル事業を拡大

することを目的として、防犯ブザー 5,000個製作した。（令和 3 年 4 月21日に福岡県
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警察を通じて、同協議会に2,000個寄贈）

③環境省が推進している低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun  

to Share」の参加団体として協力を呼びかけるため、エコバッグの製作やクリアファ

イルの配布など啓発活動を行った。

④本会が、オリジナル防犯ブザーの製作・配布の他、福岡県警察及び福岡県鉄道連絡

協議会とともに駅の利用者を対象とした「防犯ブザー無料レンタル事業」を実施し

ていることや、「子ども＆レディス110番の店」運動の呼びかけ等、防犯活動を積極

的に取り組んできたことから、福岡県より「令和 2 年度女性と子どもの安全みまも

り企業」に選定された。今回で 6 年連続の受賞となる。

11．会員福利厚生事業の実施

　　会員の福利厚生の一環として、古賀病院のPET検診、乗馬クラブクレイン福岡、博

多座公演「ローマの休日」「魔界転生」、劇団四季公演「マンマ・ミーア」をＦＡＸ一斉

同報や広報送付時に案内文を同封。会員特別価格で紹介した。

12．不動産手帳の内容精査

　　昨年の手帳データを基に内容確認を行った。意見をとりまとめ、不動産会館に提案し

た。

＜財政委員会＞

 1 ．宅建協会及び保証協会会費の県本部による一括徴収の円滑な実施及び運用を行った。

 2 ．令和 2 年度会費納入の督促及び管理に関する業務を実施した。

　　（期首会員数5,257社、会員権一時停止39社のうち 3 月末までに11社が未納）

 3 ．会費の自動振替納入について、支部を通じて更なる推進に努めた。 

 4 ．本部・支部間のオンライン化による会計の整備を図り、適正な会計処理に努めた。

 5 ．財政基盤について、会員数、入会者数の増減やその他経済状態などの要素を含めて、

本部・支部の財政状況等について研究・調査を行った。

 6 ．本部・支部の役割を明確にし、会員の平等性を踏まえ、共に運営に支障を来さないよ

う財政基盤確保の研究・調査を行った。

 7 ．予算案作成に着手するために各委員会の委員長からのヒアリングを行い、その意向を

反映した予算案を作成した。

 8 ．「公益社団法人」として、宅建協会の財政に関し、適正かつ望ましい在り方について

の研究・検討を行った。

 9 ．令和 3 年度予算における支部運営委託金及び公益・人材事業への予算配分等について、

各支部等の運営状況を把握した上で協議を行い、上部機関に提案を行った。
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10．「公益社団法人」として令和 3 年度予算について、収支相償で活力ある事業活動の維

持を考慮した予算を作成し、行政庁に提出した。

11．公益法人会計基準に沿った決算書及び関係財務諸表を作成した。

＜人材育成委員会＞

 1 ．宅地建物取引士法定講習会及び宅地建物取引士証発行業務

　　業務を円滑に行うため、福岡県は本会へ当該業務を委託しており、下記のとおり実施

された。国土交通省からの令和 2 年 2 月27日付宅地建物取引士に対する講習（法定講習）

における新型コロナウイルス感染症への対応について、実施要領一部改正の告示を受け、

福岡県と協議の上、11月、12月の講習会以外は、特例での実施となった。

　　法定講習会　全36回実施、受講者合計3,094名。内訳は下記の通り。

　　　　　　　　（福岡会場）　　24回実施　　2,384名受講

　　　　　　　　（北九州会場）　12回実施　　  710名受講

 2 ．不動産税制周知のための書籍購入と配布

　　不動産税制の内容を周知するため、令和 2 年度「不動産の税金」を全会員へ配布した。

 3 ．入会資格者研修会の運営、実施

　　入会審査基準を満たした新規入会者を対象とした研修会を毎月 1 回、福岡県不動産会

館 6 階の研修ホールにて実施し、285社の受講があった。

　　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、11月、12月以外は、受講免除措置

での受講とした。

 4 ．全宅連主催通信講座「不動産キャリアパーソン講座」の運営補助

　　義務履修（新規会員）、任意履修（既存会員等）である全宅連主催通信講座「不動産

キャリアパーソン講座」受付事務を行い、371名（新規入会者271名＋既存会員等100名）

の受講申し込みがあった。

 5 ．消費者保護推進の実施

 （会員実態調査の実施）

　　令和 2 年 8 月から 9 月にかけ、無作為に選定された合計95社の会員を対象とし、宅建

業法上に規定された掲示物の有無、保管管理書類などの確認、宅地建物取引士の在籍状

況等の実態について調査した。そのうち、業務実態・住所不確知・専任の宅地建物取引

士の専任性に疑いのある10社について、福岡県庁建築指導課へ報告した。

 （会員指導の実施）

　　令和 2 年 9 月から11月にかけ、各支部で屋外広告物除去又は確認作業を実施した。除

去資格を有する支部はその場で除去作業を行った。除去資格のない支部は確認作業を行
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い、本会員である違反業者15社へ文書による指導を行った。

　　また、他団体所属の 5 社については、団体宛に指導依頼文書及び違反広告の写真を送

付した。

 6 ．福岡県内の宅地建物取引業者を対象とした講習会の開催（業者講習会）

　　県の補助事業として、下記 4 地区会場とＷＥＢ講習を実施し、合計1,929名が受講した。

　　令和 3 年 2 月 2 日（火）筑豊会場    　　145名

　　　　　　 2 月 3 日（水）福岡会場  　　1,088名

　　　　　　 2 月 9 日（火）県南会場　　　 283名

　　　　　　 2 月10日（水）北九州会場　　 413名

　　実施内容は下記のとおり

　　①行政連絡事項

　　　アスベスト・がけ地近接等危険住宅移転事業について（ＤＶＤ放映による）

　　　福岡県建築都市部建築指導課企画係・担当官

　　②人権研修（ＤＶＤ放映による）

　　　福岡県建築都市部建築指導課宅建業係・係長

　　③本講習（ＤＶＤ放映による）

　　　「賃貸住宅管理業法の概要」と「売買・賃貸借に関する裁判事例」

　　　涼風法律事務所　弁護士　熊谷則一 氏

 7 ．不動産コンサルティング技能登録試験の運営

　　公益財団法人不動産流通推進センターからの委託により令和2年11月8日（日）に開催

された試験実施業務を行なった。

 8 ．本会主催の業者向け講習会の開催

　　会員の資質の向上を図るため、毎年 2 月に開催していた講習会を本年度はＷＥＢによ

る講習会も試験的に行うため10月に 4 地区会場で開催し、合計2,839名の受講があった。

　　令和 2 年10月 1 日（木）筑豊会場　　　  149名

　　　　　　10月 2 日（金）福岡会場　　　1,736名

　　　　　　10月 7 日（水）北九州会場　　  543名

　　　　　　10月 8 日（木）県南会場　　　  411名

　　①ふれんず宅建保証の保証制度について

　　　株式会社ふれんず宅建保証・担当者

　　②人権研修（ＤＶＤ放映による）

　　　福岡県建築都市部建築指導課宅建業係・係長

　　③本講習（ＤＶＤ放映による）
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　　　「民法改正による新契約書の注意事項について」

　　　涼風法律事務所　弁護士　熊谷則一 氏

　　　佐藤貴美法律事務所　弁護士　佐藤貴美 氏

 9 ．消費者セミナーの実施

　　今年度のセミナーについては、新型コロナウイルス感染症対策の為、安全を第一に考

え、開催を中止とした。

10．その他

〇本部及び支部で実施する講習会において「宅建協会が主催で行う宅地建物取引士法

定講習会」への受講および、新入社員向けに「不動産キャリアパーソン講座」の受

講を呼び掛けた。

　また、業者向け講習会でのＱＲコード受付を呼び掛けた。

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策として、今後開催される講習会は

席の間隔を空け、受講人数を減らし、講習回の回数を増やす等、対策を講じて開催

していくこととした。

＜相談所運営委員会＞

 1 ．常設不動産無料相談所の管理運営

　　相談案件（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月）

　　総相談件数2,135件（内訳：来所175件、電話：1,960件）

 2 ．不動産無料相談員の総務省等各行政機関への派遣

　（1）本会、北九州市、（一財）福岡県建築住宅センター共催不動産無料相談

　　　会場：北九州市立商工貿易会館（毎週火曜日）

　（2）総務省九州管区行政評価局が実施する福岡総合行政相談

　　　会場：天神岩田屋（第 1 ・第 4 火曜日）

　（3）福岡市

　　　会場：福岡市役所（第 1 ・第 3 水曜日）

　（4）久留米市

　　　会場：久留米市役所（第 2・第 4 月曜日）

　（5）大牟田市

　　　会場：大牟田市役所（第 1 水曜日）

　（6）柳川市

　　　会場：柳川市役所（第 3 木曜日）

　（7）大川市
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　　　会場：大川市文化センター（第 3 火曜日：令和 2 年12月21日に協定書を締結。

　　　　　　　　　　　　　　　　令和 3 年 1 月より派遣を開始した。）

 3 ．不動産移動無料相談会

　　消費者からの不動産全般にわたる相談に応じるため、令和 3 年 2 月に福岡県下 6 会場

において不動産無料相談会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により

発令された緊急事態宣言を受けて、以下の予定をすべて中止とした。

　　　令和 3 年 2 月 5 日（金）　会場：八幡西区役所　　　　　（北九州支部）

　　　令和 3 年 2 月10日（水）　会場：大川市文化センター　　（県南支部）

　　　令和 3 年 2 月12日（金）　会場：遠賀信用金庫古賀支店　（東部支部）

　　　令和 3 年 2 月17日（水）　会場：飯塚市役所　　　　　　（筑豊支部）

　　　令和 3 年 2 月19日（金）　会場：行橋商工会議所　　　　（北九州支部）

　　　令和 3 年 2 月25日（木）　会場：えーるピア久留米　　　（久留米支部）

 4 ．不動産相談員向けの研修会の実施

　（1）新規不動産相談員資格認定研修会の実施

　　①開催日・会場：令和 2 年 7 月27日（月）

　　　　　　　　　　福岡県不動産会館 6 階研修ホール

　　②研 修 内 容：・福岡県宅建協会の相談員の業務について

　　　　　　　　　　・『相談・苦情解決申出受付業務マニュアル

　　　　　　　 　　　 ～不動産無料相談所　相談員用～』のDVD視聴

　　　　　　　　　　・相談案件に見る留意点

　　　　　　　　　　・修了試験

　　③出　 席　 者：18名全員合格（内訳：東部：3 名、中央：3 名、筑紫：1 名、

  　　 福岡西：3 名、北九州：1 名、久留米：2 名、県南：5 名）

　（2）不動産相談員ブロック研修会の実施

　　相談員を 4 ブロックに分け、ブロック毎にグループディスカッション形式での研修

を実施した。

　　①開催日・会場：令和 2 年11月 6 日（金）、12日（木）、13日（金）、16日（月）

　　　　　　　　　　福岡県不動産会館 6 階研修ホール

　　②研 修 内 容：・相談事例（売買、賃貸、管理）について

　　　　　　　　　　・苦情相談受付後の苦情解決業務・弁済業務の流れ

　　　　　　　　　　・電話相談票の書き方

　　　　　　　　　　・不動産取引における間違いやすい箇所の確認

　　③出　 席　 者：合計106名
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　（3）不動産相談員全体研修会の実施

　　①開催日・会場：令和 2 年 9 月29日（火）

　　　　　　　　　　オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　②研  修  内  容：「民法改正と不動産取引に係る注意点」

　　　　　　　　　　講師：深沢綜合法律事務所 弁護士 髙川佳子 氏

　　③出　 席　 者：128名

　（4）支部不動産相談員研修への協力

　　各支部での不動産相談員向けの研修会への助成・支援を行った。

 5 ．不動産無料相談所の業務効率化

　　不動産無料相談所において相談員用のＰＣ 3 台を設置するとともに旧式の複合機の入

れ替えを行い、相談対応に伴う記録業務の効率化を図った。また、更なる効率化に向け

て記録業務に係るシステムの構築に取りかかった。

 6 ．保証協会の苦情解決業務・弁済業務に対しての協力

　　苦情解決委員会を本委員会 4 班体制で担当し、14回開催、18組の案件を審議した。

＜流通促進委員会＞

 1 ．不動産流通の促進に関する事業

　　不動産情報ネットふれんずの 3 月末現在の登録物件数は約46,000件（一般公開は約

42,500件）、月間アクセス数は5,700万ＰＶを記録した。パソコン会員数は3,916社と全会

員数の73.2％となった。

　　県民への物件情報提供の拡充、周知及び利便性の強化を図るとともに、利用会員の更

なる実務支援を目指し、以下の事業を実施した。

　①不動産情報ネットふれんずシステムの改善充実

　　○一般公開・Ｂ to Ｂサイトシステムの改修

　　会員からの要望を基に、登録・検索システムの改修や表示内容の変更等を行い、消

費者及び会員の利便性の向上に寄与した。またＢ to Ｂサイトに追加された機能等の

説明動画を作成することで、会員に新機能の周知を図った。

　　○ふれんずへの不正アクセス対策に向けた規程の見直し

　　一般公開・業者間サイトに対して、外部からシステムに負荷をかける不正アクセス

行為やふれんず情報を許可なく自社ホームページに掲載する行為など、ふれんずの安

定的な運営や適正な不動産流通を妨げる行為が見受けられる状況にある。そのような

不正アクセスに係る行為等を制限する必要があることから、ふれんず利用に係る禁止

事項等をより明確に定めた規程の変更及びガイドラインの新設を行った。
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　　○ふれんずＰＣ会費の値上げについての検討

　　ＩＴ重説や電子契約をはじめ、近年の不動産テックに対応できるようふれんずシス

テムを拡充していく必要があることから、ＰＣ会費の値上げの検討を行った。支部の

幹事会等での意見を伺いながら慎重に検討を行い、委員会での意見をたたき台として

取りまとめ、不動産会館に上程した。

　②不動産情報の共有・公開化を図るための不動産情報ネットふれんずの運営

　　メールやＦＡＸ、広報誌等を利用してふれんずの規程の周知徹底を図るとともに、

消費者や会員からの申告に基づき、規程に反する会員に対しての指導を行った。また、

おとり広告の掲載等により不動産公正取引協議会の処分を受けた会員に対しては、他

のポータルサイトと連携してふれんず利用停止の措置を講じた。

　③不動産情報ネットふれんずの蓄積データ分析と公表に関する事業

　　不動産情報ネットふれんずの蓄積データを活用して福岡県内の不動産流通市場を分

析し、分かりやすくまとめた「ふれんず市況レポート」を作成し、消費者向けと会員

向け及びマスコミ向けプレスリリース版の 3 種を四半期毎に公開するとともに、年間

での動向をとりまとめた年度末版市況レポートも別途作成して公開した。レポート内

容の解説動画も設置することで情報発信力を強め、ふれんず及び協会の更なる周知に

努めた。

　　その他、グラフからでは把握が難しい県内各エリアにおける細かな動向をとりまと

めるヒアリング調査を実施し、総計53会員からのヒアリング調査を行うとともに、全

会員向けにも市況動向調査アンケートを実施し、「福岡の不動産市況」と題して消費

者及び会員に向けて公表した。

　④不動産情報ネットふれんずの対内外的周知活動

　　県と協同で取り組んでいる「住まいの健康診断」事業等をタイムリーに告知すると

ともに、ふれんずの認知度を向上させることを目的として、西日本新聞を媒体とした

物件合同広告を年 9 回実施した。また、西日本新聞による物件合同広告効果が低いエ

リア（北九州・久留米・県南・筑豊支部エリア）では、各エリアにおける有効的な広

告を別途企画して実施している。

　　また、テレビ広告や雑誌広告などのＰＲを行うことで、より多くの媒体で広く周知

活動を行った。

　　ＷＥＢ向けの広告活動では、賃貸繁忙期である 1 月から 3 月にかけて、不動産関係

の検索ワードに連動して表示されるリスティング広告及び一度見た物件や類似の物件

をユーザーごとに表示する動的リマーケティング広告をGoogle及びYahoo!に掲出し、

ふれんずの認知度向上及び会員への反響促進に寄与するよう努めた。
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　⑤不動産流通市場活性化に関する事業

　　○「住まいの健康診断」事業の実施

　　建物状況調査（インスペクション）の実施を通して、売主買主の双方が安心・安全

に取引できる市場を目指す「住まいの健康診断」事業では、既存住宅市場の更なる流

通活性化に繋げるために、診断費用に対する一部補助を行った。

　⑥不動産価格の適正化・透明化に関する事業

　　ふれんずの登録・成約情報や宅建調査地価・公示地価・基準地価を活用し、簡単・

迅速に査定書を作成できる価格査定システムでは、掲載されるデータを最新のものに

適宜更新し、現在の市場状況を加味した適正な査定書を作成できるようにすることで、

不動産価格の適正化・透明化に繋げている。

　　また、マンション査定に係るサービス提供に向けて、（株）東京カンテイとの提携

も検討を進めており、サービス内容や提携に係る条件等を協議している。

　⑦空き家バンク運用を通した流通活性化に関する事業

　　福岡県では、空き家の利活用の働きかけを行う新たな機関として、「空き家活用サ

ポートセンター（通称イエカツ）」を設置している。消費者が相談員との話し合いの

中で最終的に空き家の売却・賃貸を希望した場合は、その物件情報が空き家活用サ

ポートセンターのサイト上に反映されることとなるが、ふれんずＰＣ会員の場合は、

Ｂ to Ｂサイトを経由すると自動的に閲覧できるようシステムの改修を行った。また、

会員に対し「イエカツ」の周知を行うことで、空き家の流通促進に努めた。

 2 ．不動産関連ツールの開発に関する事業

　　ＰＣ上で契約書等の作成ができる「らくらく契約書」について、利用会員からの要望

や、宅建業法の改正等に応じて書式変更などシステム改修を行った。

　　また、「らくらく契約書無料お試し版」をリリースし実際にソフトを試していただく

ことで、導入を検討している会員への利用促進に努めた。

 3 ．地価調査に関する事業

　　昭和63年から継続して実施しており、協会独自の調査である宅建調査地価及び公示地

価・基準地価と賃料データを収録して地図上で確認できる「2020年度版福岡県地価図」

をリリースした。また、地価調査員の負担削減及び正確な地価調査の実施に向けて、地

価更新システムへの要望等をヒアリングして、調査記録帳の見直しやシステムの改善を

行った。
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＜住環境整備委員会＞

 1 ．安全・安心なまちづくりに向けた各種行政及び機関等との連携強化

①独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と、同法人が所有する

土地の譲渡にかかる仲介協力に関する覚書を交わした。

②北九州市と「北九州市大規模未利用市有地売却の斡旋に関する協定」を締結した。

③空き家の活用促進と発生抑制を目的として、福岡県と「福岡県空き家活用サポートセ

ンターの運営に関する協定」を締結。福岡県が開設した「空き家活用サポートセンター」

の関係団体として、下記日程で開催された出張相談会に参加した。

　　（1）令和 2 年10月20日（火）アクロス福岡

　　（2）令和 2 年11月20日（金）筑紫野市二日市東コミュニティーセンター

　　（3）令和 2 年11月21日（土）春日市役所

　　（4）令和 2 年12月10日（木）飯塚市役所

　　（5）令和 2 年12月16日（水）嘉麻市役所

　　（6）令和 3 年 1 月14日（木）直方市役所

　　（7）令和 3 年 1 月16日（土）久留米市役所

　　（8）令和 3 年 2 月19日（金）大牟田市文化会館

　　（9）令和 3 年 3 月13日（土）福岡市健康づくりサポートセンター（あいれふ）

　 （10）令和 3 年 3 月19日（金）八幡西生涯学習総合センター

 2 ．支部と行政との「地域コミュニティ形成」に関する支援・協力

　　福岡市消防局からの依頼により、支部研修会等で消防法令及び建築基準法令に関する

講話の機会を設けるよう周知した。

 3 ．各市町村の住宅建築行政に関する調査・研究と具体的要望活動の検討及び勉強会の実施

　　県本部または支部で締結した「空き家等の協定」の状況等を調査し、全宅連へ報告した。

 4 ．生活保護者の住宅扶助費代理納付の県下一律対応に向けて、各行政窓口への活動

　　前年度に実施した自治体における住宅扶助費代理納付実態調査の結果をもとに要望書

を作成し、福岡県宅建政治連盟を経由して福岡県宅地建物等対策議員連盟意見交換会な

らびに公明党政策要望懇談会にて要望書を提出した。

 5 ．住環境整備に関し、行政等を講師とする住環境整備勉強会の開催

①「筑後・八女の町づくりについて」をテーマに、官民一体で開発した八女景観条例内

の古民家利用宿泊施設（NIPPONIA HOTEL八女福島商家町）、江戸時代からの造り

酒屋をそのまま生かして整備された交流施設（八女市横町町屋交流館）を現地視察し

た。また八女市職員による八女市空き家バンクの取り組みについて講義いただいた。

　　日　時：令和 2 年11月13日（金）13：30～
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　　会　場：九州芸文館、NIPPONIA HOTEL八女福島商家町、八女市横町町屋交流館

　　参加者：住環境整備委員会委員・犯罪防止等活動担当者・県南支部役員他　計19名

②行政等職員を講師とする以下の勉強会を開催した。

　　日　時：令和 3 年 2 月16日（火）16：00～

　　会　場：不動産会館 6 Ｆ　研修ホール

　　参加者：住環境整備委員会委員・犯罪防止等活動担当者他　計18名

　　内　容：第 1 部「福岡県空き家活用サポートセンター（イエカツ）事業について」

　　　　　　 （講 師）（一財）福岡県建築住宅センター

　　　　　　第 2 部「北九州市空き家等面的対策推進事業について」

　　　　　　 （講 師）北九州市建築都市局住宅部空き家活用推進室 

 6 ．各行政の空き家・空き地対策事業への対応及び協力

　　令和 2 年度に協会と空き家等に関する協定を締結した行政は下記の通り。

　　令和 2 年10月23日（金）「太宰府市における空き家等対策に関する協定書」

　　　　　　11月 4 日（水）「空家等の適正な管理の促進に関する協定書」（大川市）

 7 ．防犯ならびに暴排活動の推進のため、福岡県警察との関係強化ならびに本会支部と各

警察署との関係維持への協力とＤＶ・ストーカー被害者等への住宅情報提供制度の推進

　　事務局より委員会にて「ＤＶ・ストーカー被害者等への住宅情報提供制度」の運用等

について説明を行った。

 8 ．会員業者対象の「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する講習会」

（責任者講習）の実施

　　コロナ禍のため開催中止。

 9 ．地元選出の国会議員との関係を強めながら、国及び行政の土地・住宅政策に関する要

望・提言活動の強化と業法改正に関する法制化への注視

　　推薦している国会議員に対して令和 2 年度土地・住宅政策に関する提言書を提出した。

10．行政への各種規制に関する緩和・是正の協議ならびに要望活動

11．各行政への審議会等委員の派遣の拡充

　　各行政より依頼された、空き家対策等の関連協議会、都市計画審議会、固定資産評価

審査委員会、居住支援協議会等の委員派遣を行った。

12．新型コロナウイルス感染症対策の徹底

　　感染症対策（マスク着用、手指消毒、検温、換気、勉強会等の人数調整等）に取り組

み、委員会を実施した。



― 21 ―― 20 ―

＜賃貸市場整備委員会＞

 1 ．賃貸不動産管理等に関する事業

　（1）オーナー向け啓発誌「オーナー通信」の編集協力

　　賃貸住宅のトレンドや賃貸経営の手法等を紹介するオーナー向け季刊誌「オーナー

通信」の編集協力を行い、53 ～ 56号を発行した。現在の購読社数115社、約6,700部

発行。

　（2）賃貸管理業としての高齢社会への対応や研究

　　（株）福岡県不動産会館と業務提携しているホームネット（株）が提供する高齢者

見守り支援・安否確認サービス「見まもっＴＥＬプラス」について、今まで消極的

だった高齢者の受け入れを推進するために、高齢化社会において高齢者の入居が賃貸

市場にどういった影響があるかを解説したパンフレットやチラシを本部講習会で配布

した。

　　また、住替えでお困りの高齢者を対象に、福岡市社会福祉協議会が協力店や支援団

体と連携して民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する「住まいサポートふくおか」に

ついて、会員サイトとメールにて周知を行った。

　（3）賃貸市場の整備に関する研究や発信

　　①賃貸住宅空室率アンケート調査の検討

　　市場動向を把握するために、毎年恒例の賃貸住宅の空室率アンケート調査を11

月初旬に実施した。各支部より選出された会員に調査協力を依頼する他、全会員

に広報誌等にて周知を図り、ふれんず上のＷＥＢフォーム及びＦＡＸにて448社よ

り回答頂いた。県全域の空室率は、前年度より0.2ポイント上昇して7.5％となった

（調査戸数102,727戸のうち、空室戸数7,741戸）。県下14エリアに分けた詳細結果及

び 5 年間の空室率推移は、会員サイト上にて公開している。

　　②「あ・きてん福岡」の運営

　　福岡市・福岡商工会議所との商店街活性化に関する三者協定に基づいて運営して

いる福岡市内の商店街サイト「あ・きてん福岡」の更なる発展に向けて、今年度も

ホームページに掲載するバナー広告の募集・掲載審議を行った。

　　③行政が行う補助制度等の周知について

　　セーフティネット住宅の登録及び住宅確保要配慮者の受入れに協力する事業者等

への経済的支援として、入居者を住宅確保要配慮者に限定するセーフティネット専

用住宅を対象に、「住宅改修」「家賃低廉化」「家賃債務保証料低廉化」に要する費

用の一部を補助する制度（福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業）が福岡

市にて創設されたことについて、会員サイトやオーナー通信を通じて情報提供を



― 22 ―

行った。

　（4）賃貸管理業務に関する体系的な研修の企画検討

　　①賃貸仲介・管理業者向けセミナーの企画

　　賃貸仲介・管理業者の業務支援並びに実務の普及啓発を目的として、全宅管理福

岡県支部との共催により、120年ぶりに大きく改正された民法の改正点や実例の解

説をテーマとした実務セミナー動画を会員サイト上に公開した。

　　　内　容：元本の確定

　　　　　　：極度額の取扱い

　　　　　　：賃借物の一部滅失に伴う賃料減額

　　　　　　：民法改正後の賃貸借契約の更新

　　　　　　：事業用賃貸借における連帯保証人への情報提供義務

　　　講　師：関泰宏法律事務所　関泰宏弁護士

　（5）空き家の利活用に関する研究

　　福岡市社会福祉協議会と古屋空家調査連絡会が連携して実施している「社会貢献型

空家バンク」について、オーナー通信で周知を行った。また、（一財）福岡県建築住

宅センターが本会を含む13団体と協定を締結し、県内の空き家流通活性化に向けて開

設した「福岡県空き家活用サポートセンター（通称イエカツ）」の普及促進に向けて、

オーナー通信等にて周知を図った。

　（6）民泊に関する研究

　　旅行業法や住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていない違法民泊は犯罪の温床にな

る可能性があるため、違法民泊が疑われる事案を発見した場合は、管轄の保健所等に

連絡するようオーナー通信で注意喚起を行ったほか、福岡県の啓発チラシ作成に協力

し、広報誌にチラシを同封することで周知を図った。

　（7）ＩＴ重説に関する研究

　　令和 2 年 9 月より国土交通省が実施している賃貸取引におけるＩＴ重説（重要事項

説明書等の電磁的方法による交付）に係る社会実験の延長について、会員サイトやメー

ル等にて周知し、事業への参加を呼びかけた。

 2 ．関係法令等の研究に関する事業

　（1）賃貸管理業の法制化等に関する事業

　　 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が 6 月12日に国会成立したことを

受け、12月に施行されたサブリース業者との特定賃貸借契約（マスターリース契約）

に係る規制について会員サイト上で周知を行った。

　　また、令和 3 年 6 月に施行が予定されている賃貸住宅管理業に係る規制について



― 23 ―― 22 ―

は、管理戸数が一定数以上ある業者については国土交通大臣の登録が義務付けられる

など、賃貸住宅の管理業務は法の下に適正に遂行されることが求められていくことか

ら、同法に関して、政省令やガイドライン等が出次第、会員サイトやメールにて周知

を行った。

　（2）その他関係法令等への対応

　　①翻訳版賃貸借契約書の修正について

　　新民法の施行にあわせて改正を行った本会策定の賃貸借契約書に関して、会員サ

イト上で公開している3ヶ国語（英語・中国語・ハングル）の居住用賃貸借契約書

の修正を行った。

　　②水害リスク情報の重要事項説明への追加について

　　宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が 8 月28日より施行され、不動

産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明す

ることが義務付けられたことから、会員へ注意喚起するためＦＡＸ一斉同報とメー

ルにて周知を図った。また、あわせて本会策定の重要事項説明書式についても改訂

を行った。

　（3）賃貸管理業務等の研究や発信

　　①「外国語指導助手（ＡＬＴ）」の居住する住宅の借り上げについて

　　学校その他の教育機関に配属される「外国語指導助手（ＡＬＴ）」が入居するた

めの住宅について民間住宅の借り上げが必要となったため、本会と福岡県の間で締

結している「外国語指導助手の居住する住宅の借上に関する協定書」に基づき、本

年度も本会会員に対して「外国語指導助手（ＡＬＴ）」が入居する住宅が不足する

エリアにおいて借上住宅の募集を行った。

　　②申込金やキャンセル料の取扱について

　　賃貸住宅の申し込みにおいて、キャンセルをした場合に申込金等の預り金の返金

を拒んだり、キャンセル料を消費者へ請求するといった相談が増えていることを受

けて、会員へ注意喚起するためにＦＡＸ一斉同報で周知を図った。

 3 ．関連団体に関する事業

　（1）（一社）全国賃貸不動産管理業協会への入会促進

　　福岡県宅建協会の本部・支部研修会にて、入会パンフレット等の配布及び入会メリッ

トの説明を行い、より一層の入会促進に努めた。また、全宅管理会員から紹介を受けた

新規入会会員は入会の際の入会金 2 万円が免除される制度「全宅管理サポーター制度」

について、広報にパンフレット等を同封することで周知を図った。

　（2）（一社）全国賃貸不動産管理業協会福岡県支部の運営
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　　令和 3 年 3 月に管理業者向けのセミナーを配信（詳細は先述の通り）することで、管

理業の健全な発展に努めた。

　　また、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が 6 月12日に公布されたこと

を受け、詳細発表やガイドライン等が整備される都度、情報発信に努めた。

　（3）賃貸不動産経営管理士資格の周知

　　「賃貸不動産経営管理士」の資格取得に向けた事前講習会及び試験のお知らせについ

て、会員サイトやメール、広報等にて周知を図った。

　　また、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく資格となることを見

据えて、事前講習会である「賃貸不動産経営管理士講習会」を 8 月26日に不動産会館研

修ホールにて開催した。福岡では本会主催以外にも 3 会場で開催され、本会主催分40名

を含む 4 会場の合計受講者数は396名。

＜広報部会＞

 1 ．テレビＣＭ

　　消費者に向けた宅建協会及び不動産情報ネット「ふれんず」の周知活動の一環として、

（株）福岡県不動産会館との協働により制作したテレビＣＭに、新型コロナウイルス感

染症に対応されている医療従事者の方や、第一線で対応されている方などに向けての応

援メッセージを新たに追加し放映した。

　　テレビ放映の期間は 8 月～ 9 月、12月～ 3 月の 6 ヶ月間。

　　9 月～ 12月には「めざましテレビ」と「アサデス」にタイム提供を行った。

　◯テレビＣＭ：福岡県内 5 局　総計1,303本放映

　　　　　　　　実写素材 1 本「産地直送編～応援メッセージ入り～」

　◯無料パブリシティ：福岡県内 5 局　13枠

　　 ※下記の番組にて、本会の事業について告知を行った　

　令和 2 年11月 6 日　ＫＢＣ「タグるヨル」　　　　　開業支援セミナー

　令和 2 年11月10日　ＴＮＣ「ももち浜ストア」　　　開業支援セミナー

　令和 2 年11月16日　ＲＫＢ「デンゴン！」　　　　　開業支援セミナー

　令和 2 年11月25日　ＦＢＳ「めんたい掲示板」　　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 2 年12月 1 日　ＲＫＢ「宣伝上手」　　　　　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 2 年12月 3 日　ＦＢＳ「きらめきパレット」　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 2 年12月16日　ＫＢＣ「Ｔｏｕｃｈ」 　　　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 2 年12月18日　ＴＮＣ「ももち浜ストア」　　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 3 年 1 月25日　ＴＶＱ「カンパニーファイル」　福岡県宅建協会
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　令和 3 年 2 月 4 日　ＦＢＳ「きらめきパレット」　 　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 3 年 2 月 5 日　ＫＢＣ「タグるヨル」　　　　　不動産情報ネット「ふれんず」

　令和 3 年 2 月24日　ＫＢＣ「Ｔｏｕｃｈ」　 　　　　不動産情報ネット「ふれんず」

 2 ．その他広報事業

　①各委員会で企画する広報企画の調整

　　総 務 委 員 会：電照看板（馬出九大病院前駅）ナビタ広告（吉塚駅）

　　流通促進委員会：行政バナー広告（福岡県）

　　　　　　　　　　新聞等物件合同広告等・インターネット検索連動型広告

　　相談所運営委員会：新聞による不動産無料相談会の告知・案内チラシ製作

　②本会公益事業を周知するためのプレスリリースの実施

　　（ふれんず市況レポート）

＜ハトマークグループビジョン検討部会＞

 1 ．会員数の変動をにらんだ中長期的な事業計画の検討及び組織のあり方に関する研究

　（1）中長期委員会事業計画（案）について検討した。

　（2）宅建協会への展望・提言として、以下の四項目が確認され、検討していくこととした。

　　①入会金に依存しない財政基盤の構築の必要性

　　②支部の再編成

　　③事務局職員体制・雇用計画の見直し

　　④不動産会館事業と流通事業における人事面・財政面の再確認

 2 ．支部交付金等に関する検討

　　コロナ禍において支部公益事業が計画通り実施できなかったことを踏まえた次年度支

部交付金等の措置を講じた。

 3 ．会員管理システムの拡張

　　ＷＥＢ研修動画視聴のために必要な会員個別ＩＤ・ＰＷシステムを検証、会員へ配布。

また、自社情報を閲覧できるシステム開発の確認を行った。

＜人権推進委員会＞

 1 ．業者講習会・本部講習会における人権研修内容についての検討及び実施

　○業者講習会（令和 3 年 2 月　ＷＥＢ受講及び県内 4 会場で実施）

　　 「宅地建物取引と人権について」福岡県都市計画部建築指導課　担当官

　○本部講習会（令和 2 年10月　ＷＥＢ受講及び県内 4 会場で実施）

　　 「宅地建物取引と人権について」福岡県都市計画部建築指導課　担当官
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 2 ．宅地建物取引にかかる人権問題の取組の検討

　　①宅建士法定講習会（全36回）・入会資格者研修会（全12回）での人権研修の実施

　　　特例措置対応により、教材による人権研修の実施

　　②会員及び一般消費者に向けた人権研修映像掲載

　　　内　　容：「コロナ禍でのアンガーマネジメント」

　　　講　　師：オフィス アンド　代表　安藤美智子 氏

　　　掲載期間：令和 3 年 4 月～ 6 月

　　③会員向け配布物（宅建ふくおか）による人権啓発の実施

　　　全会員への人権ステッカーの配布及びステッカー貼付による人権啓発の呼びかけ

　　④人権研修会への参加

　　　○役員研修の実施

　　　 （公財）福岡県人権啓発情報センター主催 人権啓発指導者セミナー

　　　　日　時：令和 2 年 7 月 8 日（水）14：00～17：00

　　　　場　所：クローバープラザ

　　　　内　容：「働きやすい職場づくりをめざして　～ハラスメントの観点から～」

 3 ．その他の活動

　　○職員向け研修会への参加

　　　①福岡労働局主催研修会　令和 2 年11月19日（木）

　　　　・公正採用選考に関するビデオ上映

　　　　・講演「公正な採用選考をめざして」

　　　②福岡県主催研修会　令和 2 年12月16日（水）

　　　　・講演「障害はどこにある？　～正しく知り、理解するということ～」

＜女性特別委員会＞

 1 ．卒業予定の学生等へ、「はじめての一人暮らしガイドブック」を活用した一人暮らし

の注意点などを解説する社会貢献活動の実施

①福岡県下179校の高等学校等へはじめての一人暮らし講演教材用ＤＶＤを贈呈

　　初めての一人暮らしに関する講演内容を編集した教材用ＤＶＤを作成し、青年特別

委員会との合同事業として福岡県知事へ贈呈した。同ＤＶＤは福岡県下179校の高等

学校等全校へ配布された。

　　○贈呈式

　　　日　時：令和 2 年10月 9 日（金）13：30～

　　　場　所：福岡県庁行政棟 8 階　特別会議室
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　　　贈呈先：福岡県知事

　②はじめての一人暮らし講演

　　初めて一人暮らしをする際の部屋探しと生活のルールとマナーに関する講演内容に

ついて、自然災害への備えを追記し、聴講者が理解しやすいようにシナリオ内容を修

正した。

　　講演は新型コロナウイルス感染症発生により中止。ガイドブック寄贈について実施。

 2 ．会員の資質の向上・人材育成を目的とした講習会の実施

　　女性委員の人材育成を目的とした「女性従事者のための実務セミナー」を実施した。

　　ＪＲ九州博多駅長による講演を視聴し、はじめての一人暮らしＤＶＤ贈呈式の紹介並

びに贈呈した教材用ＤＶＤを放映した。

　　新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、感染症対策を徹底した会場とオンライン同

時配信にて実施した。さらに、セミナー映像を後日宅建協会会員サイトで期間を限定し

て公開した。

　　○女性従事者のための実務セミナー

　　　日　時：令和 2 年10月28日（水）15：00～

　　　場　所：ソラリア西鉄ホテル福岡　大宴会場「花」

　　　会場参加者：48名（内女性会員41名）

　　　同時配信参加者：29名（内女性会員18名）

　　　内　容：＜第 1 部＞

　　　　　　　講演　「博多駅　びっくり物語2019～2020」

　　　　　　　講師　ＪＲ九州博多駅　駅長　中野幹子　氏

　　　　　　　＜第 2 部＞

　　　　　　　「はじめての一人暮らし　ＤＶＤ視聴 ＆ 交流会」

　　　　　　　はじめての一人暮らし講演ＤＶＤ贈呈式紹介・教材用ＤＶＤ放映

　　○会員サイト掲載

　　　掲載期間：令和 2 年11月19日（木）～令和 2 年11月30日（月）

　　　掲載場所：宅建協会会員サイト（動画視聴ページ）

　　　視 聴 数：66社

 3 ．各支部が企画する一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする講習内容に関し、女

性の視点に立った「会員の資質の向上と消費者保護を目的とした講習会」を実施するた

めの情報交換及び意見交換

　　各支部女性部会の事業について、各委員からの発表や質疑応答を行い情報交換及び意

見交換を行った。
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＜青年特別委員会＞

 1 ．各支部青年部の令和元年度活動内容、令和 2 年度活動計画を報告し、意見交換を行った。

 2 ．青年特別委員のメンバーで実務に即した勉強会を行った。

　 【第 1 回】令和 2 年10月28日（水）於：不動産会館 6 階研修ホール

　　　事務局の中島課長、北原課長を講師として勉強会を行った。

　　第 1 部では水害ハザードマップを使った重説の書き方・方法、本人確認時に保険証

の写しを徴求する際の注意点、研修会の収録・配信について話し、実際に福岡市のハ

ザードマップ等を見ながら理解を深めた。

　　第 2 部は民法改正売買編について話し、契約不適合責任を中心に解説した。全宅連

のハトサポの紹介もあり、実際のページを見ながら書式のダウンロードや特約文例集、

ＷＥＢ書式作成システムの使い方を学んだ。

　 【第 2 回】令和 3 年 3 月19日（金）於：ＺｏｏｍによるＷＥＢ会議

　　　事務局の北原課長を講師として勉強会を行った。

　　『民法改正、その後』賃貸編と題し、前回の民法改正売買編に続き、民法改正に賃

貸に伴う賃貸借契約の注意点等ついて学んだ。

　　また、近年頻発している自然災害や昨年から影響を及ぼしている新型コロナウイル

スに関する管理会社からの相談事例を挙げ、具体的な見解を解説、賃貸住宅管理業法

の施行について確認した。

＜不動産広告自主規制活動＞

 1 .（一社）九州不動産公正取引協議会の会務運営に関する協力

　（1）監査会

　　　日　程：令和 2 年 4 月14日（火）

　　　場　所：不動産会館 5 階　視聴覚室

　　　出席者：加藤会長、野田理事、濱田理事

　（2）正副会長会

　　①日　程：令和 2 年 4 月14日（火）

　　　場　所：不動産会館 5 階　役員室

　　　出席者：加藤会長、山尾理事、野田理事

　　②日　程：令和 2 年 6 月 8 日（月）

　　　場　所：不動産会館 5 階　役員室

　　　出席者：加藤会長、山尾理事、野田理事、南條理事

　　③日　程：令和 2 年 9 月28日（月）
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　　　場　所：不動産会館5階会議室

　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事

　　④日　程：令和 3 年 3 月 9 日（火）

　　　場　所：不動産会館 5 階会議室

　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事

　（3）理事会

　　①下記理事会は、新型コロナウイルス感染症対策の為、中止とした。

　　　日　程：令和 2 年 4 月21日（火）

　　　場　所：ホテルニュー長崎

　　②日　程：令和 2 年 6 月19日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　　出席者：加藤会長、山尾理事、野田理事、濱田理事、南條理事、小川理事

　　③日　程：令和 2 年12月11日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事、小川理事

　（4）第48回定時社員総会

　　　日　程：令和 2 年 6 月19日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　　出席者：加藤会長、柴山理事、三好理事、今林理事、山尾理事、野田理事、濱田理

事南條理事、小川理事、南理事、阿河理事、黒江理事、清田理事、香田理

事

　（5）本部調査指導委員会

　　　新型コロナウイルス感染症対策の為、延期とした。

　（6）規約指導担当事務局研修会

　　　新型コロナウイルス感染症対策の為、延期とした。

　（7）不動産公正取引協議会連合会　幹事会

　　①日　程：令和 2 年 7 月 3 日（金）

　　　場　所：オンラインでの開催

　　　出席者：事務局　北原、岩淺

　　②日　程：令和 2 年11月 5 日（木）

　　　場　所：オンラインでの開催

　　　出席者：事務局　北原、岩淺

　（8）不動産公正取引協議会連合会　理事会
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　　　日　程：令和 2 年11月 6 日（金）

　　　場　所：オンラインでの開催

　　　出席者：加藤会長、南條理事

　（9）不動産公正取引協議会連合会　第18回通常総会

　　　日　程：令和 2 年11月 6 日（金）

　　　場　所：オンラインでの開催

　　　出席者：加藤会長、南條理事

 2 ．宅地建物取引業に従事する者、広告代理店および一般消費者への表示規約、景品規約

の周知・研修および規約違反広告物の作成・配布事業者に対する研修会の実施

　（1）公正競争規約研修会

　　　規約違反広告物の作成・配布事業者のみを対象とした研修を実施した。

　　①日　程：令和 2 年11月19日（木）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　　内　容：不動産広告が規約違反とならないために

　　　出席者：加藤会長、南條理事

　　②日　程：令和 3 年 3 月12日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　　内　容：不動産広告が規約違反とならないために

　　　出席者：南條理事

　（2）入会者を対象とした表示・景品規約研修会の実施

　　年 2 回実施（入会資格者研修会と同日開催。令和 2 年度は11月と12月のみ開催）新

型コロナウイルス感染症対策の為受講免除措置とし、資料送付のみとした。

 3 ．不動産に係る規約違反広告の調査・指導と規約違反広告物を監視する業務

　　福岡地区調査指導委員会

　　開催回数： 3 回

　　審議件数：11件、再審査 1 件を含む

　　措　　置：違約金相当：6 件、厳重警告：1 件、警告 1 件、文書注意 2 件

 4 ．規約違反広告物のチェック機関となる消費者モニター制度の運営

　　下記消費者モニター会議を実施

　　日　程：令和 2 年11月19日（木）

　　場　所：オリエンタルホテル福岡博多ステーション

　　出席者：南條理事、公正取引委員会事務総局九州事務所担当官、福岡県消費生活セン

ター担当官、福岡県建築指導課担当官、消費者モニター
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　　内　容：不動産の公正競争規約について

　　　　　　意見交換会

＜綱紀委員会＞

　会長の諮問に応じ委員会を開催し、会員表彰の審議・答申、会員懲罰の審議・答申を行

なった。

＜犯罪防止等活動＞

 1 ．県警本部及び支部管内の警察署との協定書に基づいた活動の強化並びに維持・発展福

岡県警察本部生活安全部人身安全対策課を講師に招き、下記の日程で勉強会を開催した。

　　日　時：令和 2 年12月 1 日（火）14：00～

　　会　場：不動産会館 6 Ｆ　研修ホール

　　参加者：住環境整備委員会委員・犯罪防止等活動担当者・女性特別委員会委員他

 2 ．県警本部組織犯罪対策課及び（公財）福岡県暴力追放運動推進センターとの情報交換・

連絡調整

　　コロナ禍のため、令和 2 年度「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規

定する講習会」（責任者講習会）は開催中止となった。

 3 ．暴力追放福岡県民大会への参加協力

　　参加要請に従って、本部支部で各自対応した。

 4 ．県本部・支部の犯罪防止等活動の強化

　　各警察署と安心安全なまちづくりに関する意見交換会や防犯グッズの寄贈など、本部

支部で各自対応した。

 5 ．女性や子どもの性犯罪被害撲滅を目指すコスモス・ネットワーク（子ども・女性安全

安心ネットワークふくおか）及び福岡県性犯罪防止対策検討有識者会議への参加

 6 ．DV・ストーカー被害者への住宅情報提供等の支援の維持・発展

　　住環境整備委員会との合同会議にて福岡県警察本部との連携スキームの運用改善につ

いて検討した。

 7 ．県警本部生活経済課との違法民泊に関する情報交換並びに民泊制度の適正な運営の推進

 8 ．安心安全なまちづくりのための住環境整備委員会と協力した空き家対策の推進

　　住環境整備委員会主催の勉強会に参加し、八女・筑後地域の視察ならびに八女市職員

による空き家バンク研修を行った。詳細は＜住環境整備委員会＞を参照。

 9 ．薬物乱用防止を目的とした県警との連携強化及び会員に対する啓発活動

　福岡県警察本部薬物銃器対策課を講師に招き、下記の日程で薬物乱用防止に関する勉
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強会を開催した。

　　　日　時：令和 2 年12月 1 日（火）15：00～

　　　会　場：不動産会館 6 Ｆ　研修ホール

　　　参加者：住環境整備委員会委員・犯罪防止等活動担当者・女性特別委員会委員他

＜関連事業＞

　留学生交流推進協議会の運営協力




