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第 1 号議案

令和 3 年度　事　業　報　告

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月31日

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

総　　　　　説

　令和３年度は、一昨年はじめから感染が拡大した新型コロナウイルスが収まることなく

変異を繰り返し、昨年夏には「デルタ株」が流行、今年に入り新変異株の「オミクロン株」

により１日あたりの新規感染者数が連日過去最多を更新した。３月には「まん延防止等重

点措置」は解除となったが、新規感染者数の下げ止まり状況から、政府は「第７波」への

警戒を強めている。

　国内では、昨年10月に退陣を表明した菅首相の後継として岸田文雄前政調会長が第100

代の首相として指名され、衆議院を解散、「新しい資本主義」を掲げて臨んだ衆議院選挙

において、自民党は単独過半数を超える261議席を獲得し11月に第２次岸田内閣を発足さ

せた。

　海外に目を向けると、今年２月にロシアによるウクライナ侵攻により欧米や我が国はロ

シアに対する厳しい経済制裁に踏み切ったが、その反動で原油や食品価格が値上がりする

など日本経済への影響も出始めている。

　不動産業界では、昨年６月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が完全施

行された。一昨年12月に施行された「サブリース業者に対する規制」に続き、賃貸住宅管

理業者に対する規制で、200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者には管理業登録が

義務付けられ（令和４年６月15日が登録期限）、「オーナーへの重要事項説明、書面交付

（オーナーが承諾すれば電子データでも対応可）の義務、営業所又は事務所ごとに賃貸住

宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を１名以上配置しなければならないこと」など

が明記された。

  本会としては、令和３年度においても新型コロナウイルスの感染拡大により主要な行事

を実施することができなかった。昨年５月に開催した社員総会は２年ぶりに通常開催がで

きたものの、その後の会員報告会や懇親会は行えず、公益事業である「よか街福岡」をは
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じめ、「消費者セミナー」や「不動産移動無料相談会」等も令和２年度に続き開催できなかっ

た。その一方で、講習会や会議などはWebにより実施する環境も整い、会務運営をスムー

ズに遂行することができた。また、感染力が強い変異株による未成年者への感染拡大防止

の観点により県内21カ所の児童養護施設に対して、それぞれの施設からのリクエストに応

えて空気清浄機や自動ハンドスプレー装置など感染防止対策ツールの寄贈を行った。

　また、本会の公益事業の要である不動産流通事業において、昨年10月にふれんずサー

バーの不具合によりその機能が停止する事態が発生したことに伴い、ふれんずの管理、運

用を委託している（株）福岡県不動産会館の協力のもと新たにサーバー等を増設し、機能

改善を図った。今年１月には、（公社）西日本不動産流通機構（西日本レインズ）の決定

により、ふれんずがサブセンターとして機能していた西日本レインズシステム（サブセン

ター一体型のレインズシステム）が共通レインズへ移行し、レインズへの物件登録がふれ

んずからのデータ転送となり、シームレスな検索ができなくなった。

　このような環境の中、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」を着実に実施してきた。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。

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の設

置により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

索が可能となった福岡県空き家バンク「空き家DE暮らす」をふれんず上にオープ

ンしているが、令和３年度は自治体との協定はなく、現在参加行政は24自治体。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（一財）福岡県建築住宅

センターの「福岡県空き家活用サポートセンター（イエカツ）」に対して、出張相
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談会への相談員の派遣などの協力を行った。なお、令和３年度は14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

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たインスペクション（建物状況調査）は、

ますます関心が高まり、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、福岡市商工会議所、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３年度は講習

会を33回実施、2,435名が受講し、受講免除や県外受講等を含め3,611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
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として、受講免除、自宅学習による特例措置となった。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

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139件（前年比▲36件）、電話による相談は2,075件（前年

比＋115件）だった。相談内容では借地借家に関するものが874件（前年比＋42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390件（前年比
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▲17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、緊急

事態宣言等が発令されていた期間については、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。

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

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。そのほかに、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により県内21カ所の児童養護施設に対し

て空気清浄機や自動ハンドスプレー装置など感染防止対策ツールの寄贈を行った。

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について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286社、承継32社、代表者変更336社を審査。

　　３月末現在の会員数が5,452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会員管理業務関係書式の運用の見直しを行い、一部の書式で押印を不要とすることと

した。また、入会関係書類一式を本会HPに掲載し、新規入会希望者が入会関係書式

をダウンロードできるように改修を行った。

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２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、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３年10月22日（金）　13：00 ～

　　○会　場　　福岡県中小企業振興センター（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）　

　　（第２回）

　　○日　時　　令和３年11月13日（土）　13：00 ～

　　○会　場　　久留米シティプラザ（久留米市）

　　○申込者　　19名

　　○受講者　　17名

　　（第３回）

　　○日　時　　令和３年12月11日（土）　13：00 ～

　　○会　場　　小倉興産KMMビル（北九州市）

　　○申込者　　14名

　　○受講者　　14名

　　（第４回）

　　○日　時　　令和４年１月22日（土）　13：00 ～
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　　○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）

　２会場の申込者が計33名、受講者が計31名で、受講者のアンケート集計結果では、９

割以上の方が「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３年度）のセミナー

参加者の中で、令和３年度の新入会者は23名であった。

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

　「定款」「役員選任規約」「支部運営規程」「支部役員等の選出方法に関する指針」「旅

費規程」「慶弔規程」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」544号から549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、本会ホームページ・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、｢宅建協会のハトマークのはじまり｣ について

の記事を掲載し、福岡県宅建協会が作ったシンボルマークであることの周知を行った。

■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402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

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、広報部会の承認を受け、継続掲出

を行った。また、不動産情報ネット ｢ふれんず｣ を消費者へPRするためにイベント等
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でのノベルティグッズとして、ふれんずロゴ入りのシューズクリーナーを製作した。

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、「緊急事態宣言発出中～緊急事態宣言チラシに

ついて～」「福岡市セーフティーネット専用住宅入居支援事業について」「宅地建物取引

業法の解釈・運用の考え方の一部改正」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。第１回目は「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、４組中２組のカップルが成立した。第２回

目は対面でのカップリングパーティーを検討していたが、新型コロナウイルスの影響

により中止とした。

　　また、一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、今年度は麻生グ

ループ、医療・福祉関係企業と共同で、「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、参加３組中１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

 （第１回）

　○日　時：令和３年10月７日（木）　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

 （第２回）

　○日　時：令和３年12月２日（木）　19：00 ～

　○内　容：対面式のカップリングパーティー

　○会　場：カノビアーノ福岡

　 （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）

 （異業種交流会）

　○日　時：令和４年２月５日（土）　19：00 ～
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　○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３名、参加者３名　　　　　　　申込者３名、参加者３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個を製作した。

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、クリアファイルやエコバッグの配

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・配布のほか、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３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７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、マリンワールド海の中道、古賀病院のPET検診、乗

馬クラブクレイン福岡、博多座公演「羽世保スィングボーイズ」「レ・ミゼラブル」

｢SLAPSTICKS｣ ｢ガラスの動物園｣ ｢ピアフ｣ ｢ラ・カージュ・オ・フォール｣、劇団四

季公演「CATS」｢アンドリュー・ロイド＝ウェバーコンサート｣ 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３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5,352社、

会員権一時停止29社のうち８社が未納　※令和４年３月末現在）

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．会費徴収の更なる円滑な実施及び運用のため、「会費徴収に関する運用基準」の見直

しを行い、上部機関に改正案の提案を行った。

５．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。

６．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。
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７．本部・支部の役割を明確にし、会員の平等性を踏まえ、ともに運営に支障をきたさな

いよう財政基盤確保の研究・調査を行った。

８．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。

９．「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。

10．令和４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などについ

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。

11.「公益社団法人」として、令和４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。

12．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．福岡県の委託による宅地建物取引士法定講習会、宅地建物取引士証発行業務の円滑な

運営国土交通省より令和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の実施要領一部改正の告示を受け、福

岡県と協議の上、特例措置にて法定講習会を実施。受講者本人に対し教材を送付し、効

果測定（確認テスト）及び学習報告書の提出と引き換えに宅地建物取引士証を郵送で交

付する方法で行った。

法定講習会　全33回実施、受講者合計2,435名。内訳は下記の通り。

（福岡会場）　　23回実施　1,912名受講

（北九州会場）　10回実施　  523名受講

２．不動産税制周知のための書籍（令和３年版「不動産の税金」）購入と配布

　不動産税制の内容を周知するため、令和３年版「不動産の税金」を広報誌に同封し、

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。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月と１月以外は特例措置として、資料を

送付し試験問題への解答を提出する方法で研修会を実施。

　受講者合計287社。

４．消費者保護推進の実施

 （会員実態調査の実施）
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　令和３年８月から９月にかけて86社の会員実態調査を予定したが、その後緊急事態宣

言の発令に伴い規模を縮小、８月及び11月と12月にかけて22社に限定して調査を実施。

　会員事務所を訪問し、宅建業法上で規定された掲示物や帳簿類の有無、専任宅地建物

取引士の在籍状況等の実態について調査した。そのうち、業務実態がない・住所不確知

の可能性がある３社について、福岡県庁建築指導課へ報告した。

 （屋外違反広告物除去活動）

　令和３年９月末から11月にかけて、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い、除去資格のない支部は確認作業を実

施。本会会員である違反業者23社へ文書による指導を行った。

　また、他団体所属の４社について、団体宛に指導依頼文書及び違反広告の写真を送付

した。

 （会員指導の実施）

　本会会員が、売買取引において融資を不正利用している旨の申告を受けたため、相談

所運営委員会と合同で事情聴取を実施。

５．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３年11月14日（日）に

開催された試験の実施業務を行った。

６．福岡県内の宅地建物取引業者を対象とした県補助事業としての講習会の実施（業者講

習会）

　10月１日からのWeb講習並びに県下４地区会場で講習を実施。合計2,332名が受講し

た。

　（Web講習）　1,593名

　（会場講習）　令和３年10月４日（月）筑豊会場　　　78名

　　　　　　　　　　　10月５日（火）福岡会場　　 390名

　　　　　　　　　　　10月６日（水）県南会場　　　76名

　　　　　　　　　　　10月19日（火）北九州会場　 195名

　　実施内容は下記の通り。

　（１）連絡事項（事前録画映像による連絡）

　　①「アスベスト調査・がけ地近接等住宅移転事業について」

　　　　福岡県 建築都市部 建築指導課 企画係 永田麗子 氏

　　②「賃貸住宅管理業登録申請について」

　　　　国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 課長補佐 原田泰照 氏

　　③「４機構共通レインズシステムへの移行について」
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　　　　（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　　④「福岡県　働き方改革地域実践事業」

　　　　福岡県北九州労働者支援事務所 働き方改革推進担当 帆足昭二 氏

　（２）人権研修（事前録画映像による研修）

　　　「宅地建物取引と人権について」

　　　福岡県 建築都市部 建築指導課 宅建業係 係長 徳永隆志 氏

　（３）本講習（事前録画映像による講習）

　「賃貸住宅管理業法の概要～賃貸住宅管理業登録を中心に～、

　売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」

　　　涼風法律事務所 弁護士 熊谷則一 氏

７．本会会員の資質向上を図るための講習会の実施（本部講習会）

　　Web講習並びに県下４地区会場で講習を実施。合計1,994名が受講した。

　（Web講習）　1,680名

　（会場講習）　令和４年２月９日（水）県南会場　　　40名

　　　　　　　　　　　２月10日（木）筑豊会場　　　22名

　　　　　　　　　　　２月14日（月）福岡会場　　 173名

　　　　　　　　　　　２月17日（木）北九州会場　　79名

　　実施内容は下記の通り。

　（１）連絡事項（事前録画映像による連絡）

　　①「アスベスト調査・がけ地近接等住宅移転事業について」

　　　福岡県 建築都市部 建築指導課 企画係 永田麗子 氏

　　②「暴力団情勢等について」

　　　福岡県警察本部 組織犯罪対策課 課長補佐 江越健太郎 氏

　　③「よかばい・かえるばい企業参加事業所募集」

　　　福岡県北九州労働者支援事務所 働き方改革推進担当 帆足昭二 氏

　　④「宅地建物取引士法定講習会　Web申込・Web受講について」

　　　（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　（２）人権研修（事前録画映像による研修）

　　　「宅地建物取引と人権について」

　　　福岡県 建築都市部 建築指導課 宅建業係 係長 徳永隆志 氏

　（３）本講習（事前録画映像による講習）

　　①「調査・説明義務違反と宅建業者の民事上・刑事上・行政法上の責任について」

　　②「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
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　　③「売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」

　　※③については編集時間の都合上、Web講習のみの内容とした

　　　涼風法律事務所 弁護士 熊谷則一 氏

８．全宅連主催通信教育講座「不動産キャリアパーソン資格制度」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」の受付事務を実施。合計399名（新規入会者285名、既存会員等114名）

の受講申し込みがあった。

９．消費者セミナーの実施の検討

　今年度のセミナーについて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全を第一に

考え開催を中止とした。

10．その他

（１）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」への受講と「不動産キャリアパーソン講座」の受講を呼び掛けた。

　　また、業者向け講習会について、会場講習受付時にQRコードの提示を呼び掛けた。

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、業者向け講習会のWeb受講を推奨した。

（３）宅地建物取引士法定講習会について、国土交通省より令和３年７月21日付宅地建

物取引士に対する法定講習に関する取扱いについての通知を受け、福岡県と協議の

上、令和４年度よりWeb講習として、通常の講義を収録した視聴覚教材をオンラ

イン上で視聴させる方法を導入する方針とした。

＜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３年４月～令和４年３月）

　　総相談件数2,214件（内訳：来所139件、電話：2,075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）九州管区行政評価局が実施する福岡総合行政相談

　　　会場：ソラリアステージ（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）
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　（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

　　　会場：大川市文化センター（第３火曜日）

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４年１月末から２月にかけ

て福岡県下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

染症の拡大及び政府より発令されたまん延防止等重点措置を受けて、以下の予定をすべ

て中止とした。

　　令和４年１月31日（月）　会場：飯塚市役所   　　（筑豊支部）

　　　　　　２月10日（木）　会場：行橋商工会議所  　　（北九州支部）

　　　　　　２月15日（火）　会場：大川市文化センター  　　（県南支部）

　　　　　　２月17日（木）　会場：志免町総合福祉施設シーメイト　（東部支部）

　　　　　　２月18日（金）　会場：八幡西区役所   　　（北九州支部）

　　　　　　２月22日（火）　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）新規不動産相談員研修会の実施

　　①開催日：令和３年７月19日（月）

　　　　　　　（公社）福岡県宅地建物取引業協会 福岡西支部事務所会議室

　　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：20名（19名合格）

　　　　　　　（出席者内訳：博多：４名、福岡西：１名、北九州：５名、久留米：２名、

県南：８名）

　（２）不動産相談員全体＋ブロック研修会の実施

　不動産相談員全員が一堂に会して開催する全体研修会を９月に予定していたが、新

型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて一旦延期とし、グループディスカッション

形式で開催しているブロック研修会とあわせて開催した。
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　　①開催日・会場：令和３年11月10日（水）、11日（木）、12日（金）

　　　　　　　　　　オリエンタルホテル福岡博多ステーション　

　　②研修内容：Ⅰ 「保証協会中央本部が取り扱う苦情案件に対する審査について

　　　　　　　　　 〔審査事例＆最近の苦情案件・取引に係る注意点〕」

　　　　　　　　　　講師：（公社）全国宅地建物取引業保証協会　顧問弁護士

　　　 　　　 　　　　　　佐久間豊 弁護士　（雨宮眞也法律事務所）

　　　　　　　　　　（10日は生講演にて実施。11、12日は10日の講演内容を撮影し、そ

の内容を放映するビデオ研修にて実施した。）

　　　　　　　　Ⅱ 相談事例（売買、賃貸）について〔グループディスカッション〕

　　　　　　　　Ⅲ 相談所案件管理システムについて

　　③出席者：合計120名

　（３）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．相談所運営委員による県外視察の実施

　常設不動産無料相談所の運営から不動産相談員への研修、保証協会の苦情解決業務・

弁済移管業務に対する取り組み、独自に取り組んでいるラジオ不動産無料相談所の運営

方法等について、情報収集するとともに担当委員や事務局担当者と意見交換を行った。

　（１）実施日時：令和３年11月４日（木）～ 11月５日（金）

　（２）視察先：（公社）沖縄県宅地建物取引業協会

６．不動産無料相談所の業務効率化

　不動産無料相談所で受けた電話相談の内容をWeb上に記録・管理するために開発し

た「相談所案件管理システム」の運用を12月より開始。記録業務の効率化に繋げた。

７．保証協会の苦情解決業務・弁済移管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、15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令和４年３月末現在の登録物件数は約46,600件（一般公

開は約42,600件）、月間アクセス数は月平均5,700万PVを記録した。パソコン会員数は

4,109社と全会員数の75.4％が加入している状況である。

　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
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　消費者及び会員からの要望を基に、一般公開・BtoBサイトシステムの改修や表示内

容の変更等を行い、利便性の向上に寄与した。

　（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

　消費者や会員からの申告に基づき、ふれんず規程に抵触した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）ふれんずの円滑な利用のための諸規程の変更

　　①スクレイピング行為の禁止に係る規程変更

　外部から特殊なプログラム等を利用した不正なアクセス行為を制限するため、ふれ

んず運営規程・処分規程の変更及び具体的な禁止事項を定めたガイドラインを新設し、

令和３年６月１日より施行した。なお、本規程に抵触している可能性がある１社に対

し事情聴取会を開催し、注意を行った。

　　②個人情報保護に係る規程変更

　成約事例を登録する目的を明確化するため、また、個人情報に関する取り扱いにつ

いてより強く注意を促すために、ふれんず運営規程を改正し、令和４年３月４日より

施行した。なお、規程変更に伴い、ふれんずBtoBサイトの成約物件検索画面に、「個

人情報を隠す」機能を追加した。「個人情報を隠す」ボタンを押すと所在地の番地、

地番、マンション名、号棟、部屋番号が非表示となる。第三者へ成約事例を開示する

際は、本機能を活用するよう周知を行った。

　（４）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

　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、集計した「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種及び解説動画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及び解説動画を公開した。

　その他、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、結果を消費者及び会員に向けて公表した。

　また、ふれんずではデータの少ない新築マンション・新築戸建ての市況について、

（株）東京カンテイよりデータの提供を受けて、令和４年度よりホームページ等で公

開することとした。

　（５）不動産情報ネットふれんずの対内外的周知活動

　協会事業の告知やふれんずの認知度向上を目的として、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、西日本新聞による広告効果が低いエリア（北九
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州・久留米・県南・筑豊支部）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

した。

　また、消費者からの信頼性の確保・向上を目的として、福岡県ホームページへのバ

ナー広告の掲出やテレビ広告でのPRを行うなど、より多くの媒体で広く周知活動を

実施した。

　（６）福岡県との災害協定に基づく住宅情報の提供

　災害発生時に被災者に対して速やかに避難先となる居住物件を提供できるよう、宅

建協会・福岡県・福岡市・北九州市との間で締結している「災害時における民間賃貸

住宅の提供に関する協定（災害協定）」に基づき、一般公開サイトに災害時提供可能

な賃貸物件特集を開設した。（平時は非公開）

　（７）不動産流通市場活性化に関する事業

　　①建物状況調査の推進に関する事業

　建物状況調査（インスペクション）を通して物件状況を明らかにし、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、県とともに診断費用の一部

補助を実施した。

　　②不動産DXに関する事業

　令和３年３月に解禁されたIT重説について、業者向けと消費者向けに利用方法等

をまとめた解説動画及びマニュアルを作成し、ホームページ上に公開した。

　（８）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・透明化に繋げた。

　（９）レインズの統合化に伴う周知活動事業

　東日本・中部・近畿・西日本の４つに分かれて運営していたレインズが令和４年１

月６日より統合されるにあたり、さまざまな機能に変更が生じるため、講習会や広報

誌などで周知を行った。

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、
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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。

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「2021年度版福岡県地価図」

をリリースした。

＜住環境整備委員会＞

１．安心・安全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犯罪防止等活動担当理事と共同で福岡県警察本部地域部鉄道警察隊を通じ、鉄道連絡

協議会へ「性犯罪根絶ポスター」を寄贈した。

②福岡県警察本部地域部鉄道警察隊と、「安全・安心まちづくりに関する協定」を締結

することを上部機関へ提案し、承認された。

③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３年７月24日（土）糸島市役所

　（２）令和３年９月25日（土）春日市役所

　（３）令和３年10月６日（水）中間市役所

　（４）令和３年10月22日（金）男女共同参画センター・ムーブ（北九州市）

　（５）令和３年10月28日（木）嘉麻市役所

　（６）令和３年11月25日（木）ソラリア西鉄ホテル福岡

　（７）令和３年12月２日（木）八幡西生涯学習総合センター

　（８）令和３年12月11日（土）行橋市役所

　（９）令和３年12月18日（土）おりなす八女

　（10）令和４年１月22日（土）えーるぴあ久留米

　（11）令和４年２月２日（水）太宰府市役所

　（12）令和４年２月９日（水）直方市役所

　（13）令和４年２月18日（金）福岡市中央市民センター

　（14）令和４年３月２日（水）飯塚市役所

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

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」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

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
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　嘉麻市が運営する廃校となった小学校を宿泊施設としてリノベーションした「カホア

ルペ」を視察し、嘉麻市職員を講師に招き移住・定住促進のための取組みについてお話

しいただいた。

　　日　時：令和３年10月29日（金）　14：30 ～

　　会　場：カホアルペ（福岡県嘉麻市馬見587）

　　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15名

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３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３年10月22日　「飯塚市と公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会との移住・定

住促進に向けた協定書」

　令和４年２月３日　「空家等の利活用の促進に関する協定書」（大木町）

　令和４年３月４日　「田川市と公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会との移住・定

住促進に向けた協定書」

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

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

　福岡県警察本部並びに（公財）福岡県暴力追放運動推進センターの協力の下、下記の

通り会員業者対象の講習会を実施した。

　　日　時：令和３年12月17日（金）　13：30 ～

　　会　場：不動産会館６Ｆ研修ホール及びWeb受講

　　受講者：不動産会館受講40名、Web受講146名

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４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、Web会議の実施等）に取組み委

員会を実施した。
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（支部事業報告）

 【東部支部】

　（１）福津市と東部支部との意見交換会

　（２）新宮町との空き家バンク立ち上げについての協議会

　（３）宗像市との意見交換会

　（４）警察三署との安全・安心まちづくり協議会

　（５）三署への防犯カメラ寄贈

 【博多支部】

　（１）防犯カメラ設置事業

　　　吉塚校区自治協議会、博多区元町自治会に防犯カメラ寄贈

（２）博多警察署、九州旅客鉄道（株）との防犯対策の連携、防犯カメラ設置事業に伴

う設置場所等の協議

（３）県議、市議との要望・提言活動、県政市政報告会及び勉強会の開催

（４）被害者支援博多ネットワーク、広報活動の協力

（５）博多区国際化対策連絡協議会関係者との外国人入居者及び外国人技能実習生を受

入れる企業に対する外国人入居者の想定されるトラブルと対策についての協議

 【中央支部】

　（１）福岡市役所との関係強化

　　・警固公園安全安心センターへ防災情報提供のためのサイネージ寄贈

　（２）中央警察署との関係強化

　　・暴力団構成員情報照会に関する協働

　　・防犯パトロール実施

　（３）中央消防署との関係強化

　　・市民への防災意識向上のためのテレビモニター寄贈

　（４）福岡市消防本部との関係強化

　　・消防法ならびに消防点検等に関するWebセミナー開催

　（５）中央区役所との関係強化

　　・児童虐待、保健福祉に関する連携

　（６）福岡市児童会館あいくるとの関係強化

　　・テレビモニター寄贈

　（７）SOS子どもの村福岡との関係強化

　　・活動支援金の寄贈

　（８）支部推薦議員との関係強化
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　　・国会議員・県議会議員・市議会議員との意見交換

 【南部支部】

　（１）勉強会及び飲酒運転撲滅キャンペーン写真撮影

　（２）南区年末年始特別警戒活動出発式参加（南体育館）

　（３）南警察署より感謝状授与式

　（４）流通・賃貸・住環合同セミナー（令和４年１月21日実施　場所：アミカス）

　　 「レインズ統合について」

　　 「新契約書から見る賃貸住宅管理業法」

　　 「反社勢力の情勢及び対応要領」

 【筑紫支部】

　（１）春日市都市計画マスタープラン専門委員会への参加

　（２）春日市総合計画審議会への参加

　（３）春日市空家等対策協議会への参加

　（４）第７回春日地区国際化対策連絡協議会総会参加

　（５）大野城市行政との意見交換会実施

　（６）太宰府市空家等対策協定会議への参加

　（７）太宰府市企業誘致についての意見交換

　（８）太宰府市行政との意見交換会実施

　（９）筑紫野警察署、朝倉警察署担当者交代挨拶訪問

　（10）朝倉市空家バンク相談会に参加

　（11）犯罪等防止活動啓発クリアファイル作成

　（12）犯罪等防止活動啓発クリアファイル増刷

 【福岡西支部】

　（１）安全安心いとしま協働ネットワーク協議会への協力

（２）早良・西・糸島警察署との「安心安全で住みよいまちづくりに関する協定」に　

ついての協力

（３）糸島市「空き家相談会」への出席

（４）糸島市防犯協会への「電光掲示板」の寄贈

 【北九州支部】

　（１）北九州市建築都市局住宅計画課との協議

　（セーフティネット住宅活用、北九州市居住支援協議会、北九州市高齢者・障害者

住まい探しの協力店制度ほか）

（２）北九州市空き家等面的対策拡大実施協議会への参画（北九州市住宅供給公社・空
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き家バンク制度の推進）

（３）北九州市空き家活用推進室による講演

（４）社会福祉法人北九州市福祉事業団子ども・若者応援センターによる講演

（５）北九州市市民文化スポーツ局地域振興課による講演

（６）北九州市企画調整局都市マネジメント政策課との協議

（７）北九州市障害者基幹相談支援センターとの協議

（８）令和３年度北九州市暴力追放推進会議への参加

（９）各行政首長への表敬訪問・要望活動

（10）戸畑警察署管内への防犯灯の寄贈

 【久留米支部】

（１）空き家政策関連での各行政との連携、協力

　　空き家相談会（久留米市主催、イエカツ主催）への参加

（２）災害時における住宅支援制度の運用

（３）管轄警察署との連携

　　防犯ブザーの配布、防犯パトロールの実施

（４）小郡市営住宅の施設管理についての協力

（５）開発許可制度の見直しについての講習会開催

 【県南支部】

（１）県南地域各行政との空き家バンク関連担当課との会議

（２）藤丸衆議院議員の国政報告会並びに意見交換

（３）みやま市との定住促進意見交換会

（４）大牟田市役所防災管理課によるハザードマップ研修会

（５）豪雨被災者のための住まい再建無料相談会

【筑豊支部】

（１）各自治体への委員の派遣（空き家等対策協議会等）

（２）各自治体の移住定住事業への協力

（３）直鞍地区居住支援協議会設立準備会への委員の派遣

（４）青年部による防犯ブザー配布活動

（５）飯塚・桂川国際化対策連絡協議会総会参加

（６）各防犯協会へ防犯ブザー寄贈

（７）嘉麻防犯協会へ防犯電話機寄贈

（８）飯塚市教育委員会へカーブミラー寄贈

（９）福岡県警『ニセ電話気づかせ隊』参加
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（10）筑豊地区市町有地斡旋事業への協力

＜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）ITを活用した賃貸管理業務の研究

　不動産情報ネットふれんずと連携し、募集から入居、管理、退去までワンストップ

で完結できる賃貸管理ソフトの開発に向けて、実際に賃貸管理ソフトを利用している

２社への視察を行った。あわせて、全宅管理が提携しているクラウド型賃貸管理シス

テム「ReDocS」のデモンストレーションを業者に依頼し、本会独自の賃貸管理ソフ

ト作成のために情報収集を行った。

　また、最先端の不動産業者向けIT・IoT・AI研究のため、令和３年12月６日から８

日にかけて東京ビックサイトにて開催された「不動産テックEXPO」への視察研修を

行った。

　本事業は来期委員会にも引き継ぎ、賃貸管理ソフトの開発が可能かどうか検討して

いくこととしている。

　（２）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、57～60号（計25,269部）を発行した。購読社数は、115社（令

和４年３月16日現在）。

　（３）賃貸管理業としての高齢社会への対応や研究

　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

部を福岡市が補助する制度（福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業）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行った。

　（４）賃貸市場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

　賃貸住宅市場の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

員に広報誌等で周知を図り、ふれんず上のWebフォーム及びFAXにて253社より回答

いただいた。県全域の空室率は、前年度より0.2ポイント上昇して7.7％となった（調

査戸数51,277戸のうち、空室戸数3,923戸）。県下14エリアに分けた詳細結果及び11年

間の空室率推移は、会員サイト上「不動産市況・空室率調査」にて公開している。
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　　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、本年度もホー

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賃貸借契約書と重要事項説明書の検討

　本会策定の賃貸借契約書（居住用）の第16条「入居中の修繕」において費用が軽微

な修繕として「⑤給水栓、排水栓の取替え」を定めているが、軽微な修繕にはあたら

ない “給水栓や排水栓（本体）の取替え”費用も借主負担と誤認させる可能性がある

ことから、当該文言については、国土交通省の賃貸住宅標準契約書に準じて変更する

こととした。変更後の文言は次年度以降に検討予定。

　また、賃貸借契約書（店舗事務所用）の重要事項説明書「15契約解除に関する事項」

の文中において「借主又は本物件の責任者、実質的に経営権を有する者」という文言

があり、「本物件の責任者」という表現が「貸主」と捉えられる恐れがあったため検

討を行ったが、一文を通して読んだ際に意味合いとして「本物件の責任者」を「貸主」

と捉える可能性は低いことから、当該文言については、現状のまま維持することとし

た。

（５）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・管理業者向け実務セミナーの企画

　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、賃貸住宅管理業法や不動産DXをテーマとした実務セミナー

を会場開催（不動産会館６階研修ホール）及びリアルタイム配信で実施した。後日、

会員サイト上にもセミナー動画を公開した。

　　　第一部：賃貸管理業法について（本会策定の契約書、重要事項説明書の解説）

　　　　　　　講師　弁護士 関泰宏 氏（福岡県宅建協会顧問弁護士）

　　　第二部：無理のない、無駄のない、顧客にも社員にもマッチするDXの進め方。

　　　　　　　不動産業界の未来。無駄を省くIT戦略、スマホ時代のIT戦術

　　　　　　　講師　北澤弘貴 氏（IT・シェアリング推進事業者協議会 副協議会長）

　　②不動産オーナー向けセミナーの企画

　オーナーへの有益な情報の提供並びに管理会社への理解を深めるきっかけづくりを

目的として、全宅管理福岡県支部との共催により、賃貸住宅管理業法や相続をテーマ

とした不動産オーナー向けセミナー動画を作成し、本会ホームページ及び会員サイト

上にて公開した。

　　　第一部：賃貸住宅管理業等の適正化に関する法律について
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　　　　　　　講師　弁護士 関泰宏 氏（福岡県宅建協会顧問弁護士）

　　　第二部：相続を“争族”にさせないために知っておくべき相続のルールと具体的な２

つの対策とは！？

　　　　　　　講師　植野直孝 氏（（株）相続サポートセンター）

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

　　①賃貸住宅管理業法に係る管理業者登録や講習についての周知

　令和３年６月15日に施行された「賃貸住宅管理業等の適正化に関する法律（賃貸住

宅管理業法）」について、特に問い合わせの多い内容についてのＱ＆Ａを作成した。

また、同法に基づき、管理業登録対象事業者に設置が必要な業務管理者の要件につい

てフローチャートを作成し、FAXやメール、会員サイトなどで繰り返し周知を行った。

　　②賃貸管理業務受託契約書の書式改定・重要事項説明書の策定　

　賃貸住宅管理業法の施行に伴い、管理業者の業務における新たな義務付けがなされ

たことを受けて、本会で策定していた「建物賃貸借代理管理業務委託契約書」を、同

法に基づいた内容の「建物賃貸管理委託契約書」へと改定を行った。重要事項説明書

については、今回の法施行により作成及び交付が義務付けられたため、新たに策定し

た。

　　③賃貸住宅管理業務の定期報告書ひな形作成

　賃貸住宅管理業法の施行に伴い、管理業者として業務の実施状況についてオーナー

に定期報告することが義務付けられたことを受けて、管理業者の義務を周知すること

を目的として、定期報告書ひな形の作成を行った。本書式は、本会会員サイト「書式

のダウンロード」にて掲載している。

　（２）空き家等対策の推進に関する事業

　（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、昨年度スタートさせた「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。

　（３）その他関係法令等への対応

　国土交通省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」（ひな形）につ

いて、会員サイトやオーナー通信にて周知を行った。らくらく契約書等の書式への追

加については、来期委員会以降、引き続き検討することとしている。

　（４）賃貸管理業務の推進や発信

　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



― 28 ―

ている「外国人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「外国人指導助手（ALT）」が入居する住宅が不足しているエリア

において借上住宅の募集を行った。

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

　賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー動画と不動産オーナー向けセミナー動画を作成・

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」に関して、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、広報誌等にて周知を図った。

　また、賃貸不動産経営管理士試験事前講習会である「賃貸不動産経営管理士講習会」

を令和３年８月25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464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、

令和２年度も放映した、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、

最前線で対応されている方などに向けての応援メッセージ入りのテレビCMと、過去に

放映していた無料相談所、研修会、ふれんずについてPRするテレビCMの合計４本を 

８～９月、12月～３月の６か月間放映した。

　◯テレビCM ： 福岡県内５局　総計1,005本放映

　　　　　　　　実写素材１本  「産地直送編～応援メッセージ入り～」

　　　　　　　　アニメ素材３本「無料相談所編」「研修会編」「ふれんず編」

　◯無料パブリシティ：福岡県内５局　14枠

　※下記の番組にて、本会の事業について告知を行った
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　　12月９日　KBC「Touch」  開業支援セミナー

　　12月９日　TVQ「激PUSH ! 」  開業支援セミナー

　　12月10日　TNC「ももち浜ストア」 開業支援セミナー

　　12月23日　TNC「ももち浜ストア」 移動無料相談会

　　12月26日　TVQ「激PUSH ! 」　  移動無料相談会

　　12月28日　RKB「宣伝上手」　　　　 移動無料相談会

　　１月６日　FBS「きらめきパレット」 移動無料相談会

　　１月７日　RKB「宣伝上手」　　 移動無料相談会

　　１月12日　KBC「Touch」　     　 移動無料相談会、住まいの健康診断

　　１月13日　FBS「WAO ! 」　　　　　 住まいの健康診断

　　１月17日　RKB「宣伝上手」　　　　 住まいの健康診断

　　１月19日　TNC「ももち浜ストア」　 住まいの健康診断

　　１月26日　RKB「宣伝上手」　　　　 住まいの健康診断

　　１月26日　TVQ「カンパニーファイル」 宅建協会

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・児童養護施設への感染症対策品の寄贈について）

＜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

　　以下の項目について、検討していくことを確認した。

　①入会金に依存しない財政基盤の構築の必要性

　②支部の統廃合についての検討

　会員の高齢化、後継者不足等も念頭に支部の運営上１支部あたりの会員数が300とな

るような支部再編の検討が今後必要となることを確認した。

　③職員の体制・雇用計画の見直し

　職員の年齢構成や定年退職者を考慮した長期ビジョンによる雇用計画の見直しの必要

性があることを確認した。
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　④会館事業と流通事業について、人事面・財政面も含めた調整

　令和３年10月に発生したふれんずサーバーの不具合によるリプレイスなどの対応に関

し、会館との調整が必要であることを確認した。

２．支部交付金等に関する検討

　令和２年度から続くコロナ禍により支部事業が計画どおり実施できなかったことを踏

まえ、福岡県不動産会館からの寄付金を受け取らないなどの検討を行い、会員数あたり

の交付金額の見直しを行った。

３．会員管理システムの拡張

　会費納入方法・入金状況、講習会の出欠状況などの自社情報の閲覧や自社QRコード

のダウンロードができる新会員専用サイトの運用を始めた。

＜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

　（１）業者講習会（令和３年10月　Web講習並びに県下４地区会場で実施）

　　 「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

　（２）本部講習会（令和４年２月　Web講習並びに県下４地区会場で実施）

　　 「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

２．宅地建物取引にかかる人権問題の取組の検討

（１）宅地建物取引士法定講習会（全33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

　　①撮　　影：令和３年３月15日（月）

　　　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

　　②撮　　影：令和４年３月28日（月）

　　　内　　容：「LGBTの取り組みについて」

　　　講　　師：株式会社三好不動産 テナント事業部 テナント営業課 原麻衣 氏

　　　掲載期間：令和４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

　　　広報８・９月号に宅地建物取引業務における差別事象の解消についての文書を同封。

　（４）人権研修会への参加
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　　①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オンライン講座

の受講

　　　受講期間：令和４年２月上旬

　　　内　　容：「部落差別の歴史から学ぶ－全国水平社創立100年を迎えて－」

　　　講　　師：竹森健二郎 氏（福岡県人権問題に係る啓発・研修講師団講師）

３．その他の活動

　（１）職員向け研修会への参加

　　○福岡労働局、福岡県主催研修会　令和３年７月20日（火）

　　・ビデオ視聴「出会いを豊かなものに－公正さでのぞむ採用選考－」

　　・講演「公正な採用選考について」

　（２）部落解放同盟福岡県連合会との意見交換会への参加

　　　日　　時：令和３年12月１日（水）13：30 ～ 14：40

　　　場　　所：福岡県部落解放センター３階　会議室

　（３）福岡県パートナーシップ宣誓制度の啓発の実施

　令和４年４月１日からの開始に向け、会員向け配布物（宅建ふくおか）広報２・３

月号で周知。

　また、会員一斉同報FAXで性的少数者のカップル（同性カップル等）に対するサー

ビスに関する調査を実施。

＜女性特別委員会＞

１．会員の資質の向上・人材育成を目的とした講習会の実施

〇女性会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」は、コロナ禍

のため中止した。その代替案として女性特別委員会の意義や今後の在り方について検

討していくこととし、女性会員に関する年齢、社歴、創業・承継の起業分類等の分析

を実施した。また協会の定款、規則に関する勉強会を実施した。

〇協会会員章（ハトマークバッジ）寄贈事業

　　本協会女性会員のバッジ着用率の向上とそれに伴う協会員としての意義・意識醸成、

協会活動への積極的参加を促進することを目的として、会員章着用の推進をする。以

前より女性会員からの要望が多かったクリップ式の協会会員章（ハトマークバッジ）

について（株）福岡県不動産会館に提案・製作して頂き、女性会員を対象に寄贈を行っ

た。

　　また、全宅連発行の2022年改訂版「はじめての一人暮らしガイドブック」が発刊さ
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れたため、ハトマークバッジとあわせて寄贈した。

　　寄贈対象：（公社）福岡県宅地建物取引業協会　女性会員616社

（※令和４年２月１日時点）

　　寄贈方法：広報誌「宅建ふくおか２・３月号」の同封物として一斉郵送

２．「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

　第４回目となる、はじめての一人暮らし「部屋探しと生活のルールとマナー」に関す

る講演を筑紫女学園高等学校にて実施した。

　当日は、新型コロナウィルス感染症対策徹底のため、卒業生には中継で教室から視聴

いただく形式をとった。

　講演内容は、全宅連が発行する【はじめての一人暮らしガイドブック】を参考に作成

されたシナリオを基に「コロナ禍における部屋探し」や「民法改正による成人年齢の引

き下げ」など今の時勢に合った内容を盛り込んだ。

　当日受講できなかった卒業生には本講演データを編集し、対応にあたった。

　今回のはじめての一人暮らし講演はDVDとして記録し、また女性特別委員会の活動

報告の記録としてもデータを保管し、今後の委員会活動に繋げる。

　　〇はじめての一人暮らし講演

　　　日　　時：令和４年２月２日（水）９：00 ～ 10：00

　　　場　　所：筑紫女学園高等学校　講堂

　　　聴 講 者：筑紫女学園高等学校卒業予定者約400名（当日聴講者約150名）

　　　講演内容：「はじめての一人暮らし～部屋探しと生活のルールとマナー」

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

　支部女性部会の運営や協会事業に関する意見交換を行い、共通課題として後任部長の

選定や事業・セミナーの在り方が挙げられたため、今後協議を続けていくこととした。

＜青年特別委員会＞

１．各支部での令和２年度活動内容、令和３年度活動計画を報告し意見交換

２．令和４年度事業予算確認及び事業計画について企画・検討

３．青年特別委員会委員勉強会開催

　①令和３年９月16日（木）福岡県不動産会館６階　研修ホール

　　「労務トラブル防止＆上手な助成金活用のポイント」
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　　講師：社会保険労務法人かぜよみ　代表社労士　肥海聡芝 氏

　「近年の労務トラブルは『労働賃金の未払い』から『いじめ、嫌がらせ・自己都合

退職・解雇等の相談』に移行、業務災害上乗せ保険や使用者賠償責任保険などによる

リスク対応が必要である。また、労働時間の適正把握など様々な法律についても遵守

する必要がある」など近年の労務トラブルを紹介し、賠償保険の必要性を説明した。

　②令和３年12月16日（木）福岡県不動産会館６階　研修ホール

　　第１部「レインズシステム統合に伴う変更点と注意点」

　　講師：（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　「レインズシステム統合で登録証明書の発行についてはタイムラグが発生するため、

反映時間予定表を参考に取得しなければならないことや様々な機能が廃止される」な

ど統合後の注意点を説明した。

　　第２部「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

　　講師：（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　「国土交通省より取引対象の不動産で生じた死について、適切な調査や告知に係る

判断基準が示された」と、対象不動産の範囲や宅建業者の告知が必要な場合のポイン

ト、重要事項説明書への記載等について説明した。

　③令和４年３月22日（火）福岡県不動産会館６階　研修ホール

　　第１部「最近の法改正について」

　　講師：（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　改正民法（成人年齢の18歳へ引き下げ）や改正宅建業法により始まる電子契約など

最近の不動産取引関連の法改正について説明した。また、令和５年４月１日から相隣

関係についての民法改正が行われることについても触れた。

　　第２部「ふれんずの新機能とDX化に向けた取り組みについて」

　　講師：（公社）福岡県宅地建物取引業協会事務局

　ふれんずの新機能として、成約物件情報の個人情報保護に関するシステムの追加と

IT重説、電子契約など、これからの本会の取り組みについて説明した。また、入居

者から直接インターネットでふれんず宅建保証の申込ができるようになることについ

ても触れた。
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＜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　時：令和３年４月９日（火）

　　　場　所：不動産会館５階　視聴覚室

　　　出席者：加藤会長、南條理事、小川理事

　（２）正副会長会

　　　①日　時：令和３年４月２日（金）

　　　　場　所：JR博多シティ

　　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事

　　　②日　時：令和３年６月８日（火）

　　　　場　所：不動産会館５階　役員室

　　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事

　（３）理事会

　　　①日　時：令和３年４月23日（金）

　　　　場　所：ホテルニュー長崎

　　　②日　時：令和３年６月18日（金）

　　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事、小川理事

　　　③日　時：令和３年12月17日（金）

　　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　　出席者：加藤会長、野田理事、南條理事、小川理事

　（４）第49回定時社員総会

　　　日　時：令和３年６月18日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　出席者：加藤会長、柴山理事、野田理事、南條理事、清田理事、小川理事

　（５）本部調査指導委員会

　　　日　時：令和３年11月５日（金）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　出席者：南條理事

　（６）規約指導担当事務局研修会

　　　①日　時：令和３年11月５日（金）

　　　　場　所：オリエンタルホテル福岡
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　　　　出席者：南條理事

　　　②日　時：令和４年３月８日（火）

　　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　　出席者：南條理事

　（７）不動産公正取引協議会連合会　幹事会（事務局長会議）

　　　日　時：令和３年10月21日（木）

　　　場　所：首都圏公正取引協議会　会議室

　　　出席者：事務局　山下、岩淺

　（８）不動産公正取引協議会連合会　理事会

　　　日　時：令和３年９月１日（水）

　　　場　所：書面表決による開催

　　　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19回通常総会

　　　日　時：令和３年10月22日（金）

　　　場　所：ホテルメトロポリタンエドモント

　　　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。

　　　日　時：令和４年３月８日（火）

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　内　容：「不動産の表示に関する公正競争規約の改正について」

　　　　　　　「規約違反広告とならない為にできること！」

　　　出席者：加藤会長、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１回実施（入会資格者研修会と同日開催。令和３年度は１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：１回

　　　審議件数：２件

　　　措　　置：違約金相当：２件



― 36 ―

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　時：令和４年３月８日（火）11：00 ～ 12：00

　　　場　所：オリエンタルホテル福岡

　　　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

　　　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 

住環境整備員会と共同で福岡県警察本部地域部鉄道警察隊を通じ鉄道連絡協議会へ

「性犯罪根絶ポスター」を寄贈した。

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

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

委員会にてDV・ストーカー被害者への住宅情報提供の依頼、成約状況について報告

した。

７．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、嘉麻市の視察ならびに嘉麻市職員による移

住・定住事業に関する講話を聴講した。詳細は＜住環境整備委員会＞を参照。

＜関連事業＞

　留学生交流推進協議会の運営協力。




