令和２年度事業経過報告
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令和 2 年４月 １日
令和３年３月 31 日
一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会

会員の皆様におかれましては、日頃より本会の円滑な運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス感染症の影響で、研修啓発事業では第２回本部研修、地域活性事業では消費者向け
講演会が中止となるなど多大な影響を受けましたが、社会的に WEB を活用した会議や研修等が拡がりを
見せており、本会でも積極的に取り組んでいるところです。
令和 2 年７月豪雨は県南を中心に死者６５名、行方不明者２名、り災世帯数は本会会員も含め５,５００
を超えるなど、甚大な被害を及ぼしました。被災者支援のため、本会は熊本県との災害協定に基づき、民
間賃貸住宅借上げ制度の周知を図るため、説明会を開催しました。
コロナ禍で事業に制約を受ける中、初めての試みとして養護施設卒業予定者に対して、一人暮らしに向
けての物件探しの方法や賃貸借契約等に関するセミナーを開催しました。また、41-23.com 物件登録シス
テムのリニューアルを行い、会員の利便性向上を図りました。
空き家問題では、熊本市と本会を含む不動産４団体で、空き家流通の促進に関する協定を締結しました。
公益法人移行に向けては、事業内容や定款、諸規定の見直しを行い、着々と準備を進めております。そ
れでは、令和２年度の事業活動の詳細をご報告させていただきます。
研修啓発事業（継１）
（公益目的支出計画実施報告を兼ねています。）
１．不動産取引の適正化と消費者保護のため令和２年４月に改正された民法等について、宅地建物取引
業法第６４条の６に基づき会員や従業者、消費者に対し本部研修会を開催した。第２回においては、
新型コロナウイルス感染症の影響により熊本県独自の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、全日程
の実施を中止し全会員へ研修資料の配付を行い、専門的知識の習得及び能力向上に努めた。
なお、本研修の WEB サイト視聴に向け準備を進めている。
【第１回】
日 時：令和２年１１月３０日 午後１時００分から午後４時２０分
場 所：市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール
参加者：３５３名（会員 345 名、会員外業者 1 名、消費者 7 名）
内 容：第１部「自然災害と宅建業者の責任～地震や水害多発に対応するために～」
涼風法律事務所
弁護士
熊谷 則一 氏
第２部「売買と賃貸借に関する裁判事例～新しい裁判例を知識に加える～」
涼風法律事務所
弁護士
熊谷 則一 氏
【第２回】
日 時：令和３年２月２日、２月３日、２月９日、２月 10 日
場 所：桜十字ホールやつしろ、玉名市民会館、市民会館シアーズホーム夢ホール、天草市民セン
ター
内 容：第１部「同和問題(部落差別)について」
熊本県環境生活部県民生活局人権同和政策課担当官
第２部「民法改正施行後の売買契約に関する相談事例及び特約例」
深沢綜合法律事務所
弁護士
高川 佳子
氏
第３部「民法改正施行後の賃貸借契約に関する相談事例ほか」
深沢綜合法律事務所
弁護士
高川 佳子
氏
２．宅地建物取引士資格試験の実施業務を一般財団法人不動産適正取引推進機構から委託され、業務委
託契約書に基づき実施した。コロナ禍の中、試験案内の配布や試験会場と監督員の確保等厳しい状況
であったが、業務全般について厳正・公正に実施した。

配布場所：不動産会館、熊本県庁、広域本部・地域振興局１２箇所
受付方法：＜インターネット＞令和２年７月１日㈬９時３０分～７月１５日㈬２１時５９分
＜郵送＞
令和２年７月１日㈬～７月３１日㈮ 消印有効
試験会場：崇城大学、熊本学園大学
申込者数：申込件数２，７１９名（インターネット申込者９０９名、郵送申込者１，８１０名）
受験者数：２，２２４人（８１．８％）
合 格 者：２９７人（全国平均１６．８％、熊本１３．４％）
３．宅地建物取引業法第２２条の２に定める知事が指定する講習として「宅地建物取引士法定講習会」
を新規申請者や更新申請者を対象に、年６回実施した。なお、国土交通省からの新型コロナウイルス
感染症への対応を受け、内４回は特例による講習を実施した。
［日時・場所］ 第１回 令和２年４月２２日
自宅学習／特例
第２回 令和２年６月２３日
自宅学習／特例
第３回 令和２年８月２５日
自宅学習／特例
第４回 令和２年１１月２５日 ホテルメルパルク熊本
第５回 令和３年１月２７日
自宅学習／特例
第６回 令和３年３月３日
ホテルメルパルク熊本
［受講者数］
宅地建物取引士証交付６６９名、当日受付１名、他県受講者２６名
［内容・講師］「宅地建物取引士の使命と役割」
「土地建物の法令上の制限に関する法令」（都市計画法・建築基準法）
熊本県土木部建築住宅局建築課課長補佐
脇上 哲也
氏
熊本県土木部建築住宅局建築課主幹
小佐田洋一
氏
熊本県土木部建築住宅局建築課参事
兼松 邦治
氏
熊本県土木部建築住宅局建築課参事
土黒 貴史
氏
「土地建物についての税に関する法令」
税理士
笹原 光信
氏
「宅地建物取引業法及び関係法令」
「宅地建物についての権利及び権利の変動に関する法令」
「宅地又は建物の取引に係る紛争のうち代表的なものの処理の実例」
「受講者参加型の講義」
弁護士
山之内秀一
氏
４．消費者の安全な取引をサポートするため不動産無料相談所を設置し、電話または来所により週２回
実施した。協会相談員は中立な立場で、取引等に関する専門的知識の提供、適切な助言、専門機関の
相談窓口の紹介等支援を行った。また県下３会場に於いて、弁護士や協会相談員が空き家・空き地の
活用方法・遺産相続等について相談を受け、適切な助言を行い相談者の早期解決に努めた。
（１）不動産無料相談（本部）
熊本県不動産会館２階相談室
毎週月曜日・木曜日（原則、祝日を除く）の午後１時から午後４時
相談回数８１回、相談件数 208 件（内訳 来会 60 件、電話 148 件）
（２）不動産無料相談（支部）
宇城支部
場所：宇土市社会福祉協議会「宇土ふれあい福祉相談所」
件数：5 件
（令和２年 6 月 12 日、9 月 8 日、10 月 29 日、令和 3 年 11 月 9 日、3 月 2 日）
（３）巡回不動産無料相談（県内 3 会場）
令和２年９月１１日
宇土市民会館（宇土市）
相談件数 ２件
令和２年９月１６日
人吉商工会議所（人吉市）
相談件数 ４件
令和２年９月３０日
三友公民館（山鹿市）
相談件数 ４件
（４）法律相談
日 時：毎月第４週（原則） 年１２回 午後１時３０分から午後４時
場 所：熊本県不動産会館 相談室
相談員：山之内法律事務所 弁護士 山之内秀一 氏
件 数：42 件
（５）行政相談業務
総務省熊本行政評価事務所の暮らしの総合相談所に相談員を派遣した。なお、熊本国税局や

弁護士等が参加する「熊本一日合同相談所」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止となった。
①「暮らしの総合相談所」
日時：毎月１回 午前９時３０分から正午
場所：くまもと県民交流会館パレア会議室
②「熊本一日合同相談所」 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
５．消費者や会員に対し、不動産関連の情報を広報誌及びホームページに掲載し、不動産取引の知識の
普及啓発に努めた。
地域活性事業（継２）
（公益目的支出計画実施報告を兼ねています。）
１．消費者の利益の保護や適正な取引を推進するための消費者を対象とした講演会、及び環境保全を目
的とした清掃活動については、新型コロナウイスル感染拡大防止の観点から、中止とした。
２．消費者の不動産取引に係る理解を深め適正かつ的確な取引を推進するため、インターネットを利用
したＷＥＢセミナーを１回開催し、場所を問わず参加できるよう受講者の利便性を図った。また、パ
ソコン環境が整っていない方等のために当会館３階にて上映した。
【第１回】
日
時：令和３年３月 10 日㈬ 午後１時から
参加方法：WEB 形式、当会館３階会議室
参 加 者 ：１０４名（会員７６名、広告会社１１名、消費者４名、その他１３名）
内
容：「空き家のあれこれ」
熊本市都市建設局住宅部空家対策課 技師 農蘇 可奈 氏
「不動産広告が規約違反とならないために」
（一社）九州不動産公正取引協議会 参事 野村 兼二 氏
３．宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正が行われるよう公正競争規約に関する研修会を実施し、
周知徹底に努めた。
４．不動産広告消費者モニターから被疑違反広告と思われる新聞折込チラシ等の送付について、不動産
業者に対し実態調査を行い、公正競争規約に基づいて改善指導をするとともに注意喚起を行った。ま
た会員や広告代理店等から不動産広告についての事前相談を随時行い、トラブルの未然防止を図った。
５．熊本県内における新型コロナウイルス感染症の感染者拡大傾向に伴い、参加者の安全のため清掃活
動を中止した。
６．社会福祉活動の一環として児童養護施設へ慰問し、卒園する高校３年生を対象に一人暮らしをする
際に必要な心構えや知識を身に付けるため、物件の視察を行うなど自立に向けた支援を行った。
日 時：令和２年１１月２８日（土） 午前１０時００分から正午
場 所：児童養護施設 広安愛児園
内 容：卒園後の自立支援活動
７．スポーツの健全な普及発達を期し、県民の体力向上とスポーツ精神の涵養を目的として、公益財団
法人熊本県体育協会へ１０万円の寄付を行った。
８．令和２年７月に発生した豪雨災害において被害を受けた被災地への復興支援のため、熊本県へ 100
万円の義援金を送った。
９．地域の未来を担う子どもを犯罪の被害から守り、「安全で安心して暮らせる熊本」の実現に寄与す
るため、「こども 110 番」協力会員店の拡大を推進した。
10．CO２の削減による環境保護活動や国内外の子どもの医療支援や生活支援などを目的に、エコキャ
ップを回収し啓発活動を行った。（キャップ累積数 331,067 二酸化炭素発生量約 2461.73 ㎏）
情報提供事業（継３）
（公益目的支出計画実施報告を兼ねています。）
１．不動産関係法令や制度の改正、研修会・相談会の開催案内や不動産の知識習得に関する情報をホー
ムページや広報誌にて迅速かつ的確に周知した。
２．令和２年７月豪雨において熊本県との災害協定に基づき、住居を失われた方々に対する民間賃貸住
宅の借上げ制度の説明会を被災地で開催し、ホームページで情報提供を行うなど、入居についての支
援を行った。
３．広報誌「宅建くまもと」を年６回発行（令和２年５月、７月、９月、１１月、令和３年１月、３月）
し、不動産法令改正情報をはじめとした様々な情報を掲載し、会員・各自治体等に配布を行った。

４．消費者に対し安心安全な不動産取引の確保に向け、物件サイト「41-23.com」を、令和２年１２月
にリニューアルし会員業者の利便性や操作性向上を図るべく、マニュアルを全会員へ配布し周知した。
５．ハトマークと宅建協会の認知度を高めるため、新聞や経済誌に、年賀名刺広告や暑中広告を掲載し、
幅広く周知した。
６．宅建協会 PR・認知度向上のため、CM 素材を刷新し、テレビや YouTube・Yahoo 等の Web 広告を
配信し効果的な広告活動を行った。
７．高齢者や障がい者等の入居を支援するため「熊本県あんしん賃貸支援住宅事業」や熊本市居住支援
協議会「熊本市あんしん住み替え支援サイト」についてホームページを通じて消費者への周知に努め
た。
その他事業
１．不動産関連三団体（鑑定士協会、全日熊本本部、当協会）で 9 回目となる不動産ＤＩ調査を令和
２年１０月に実施し、ホームページで情報提供を行った。
２． ホームページ上で公益財団法人不動産流通推進センターが運営する「反社会的勢力データベース
照会システム」を利用し、反社会的勢力との取引未然防止の一助として会員への利用を促した。
３．熊本県宅建業税務協議会連合会第３０回代議員総会を令和２年 11 月 24 日に開催し、税知識の普及
に努めた。
４．賃貸管理業務全般にわたる管理の適正化・健全化に寄与することを目的とし、賃貸不動産経営管理
士講習会を当会館にて開催し 37 名が修了した。
５．
「空き家に付随する農地を取得する際の下限面積要件引下げ」や「私道の給水管埋設時における承
諾書撤廃」の実現に向け、熊本県、熊本市、各市町村、各農業委員会、熊本市上下水道局へ昨年に引
続き提言活動を行った。
６．空き家バンク事業の実施に関する協定書を２市１町(熊本市・菊池市・苓北町)と締結し募集に協力
した。また空き家等の協定を締結している９市５町１村の依頼を受けた１３３件について、支部を通して
調査を行った。
≪委員会事業実施報告≫
（総務財務委員会）
○ 会員である宅地建物取引業の免許更新者に対し、更新の案内通知を発送し期限内提出の周知を行い、
った。また申請書を希望する会員については別途配付を行った。
〇 会員の受講機会の拡大と利便性向上のため、研修会 DVD 等の貸し出しを行った。
〇 税知識の向上を高めるため、不動産税制解説書「あなたの不動産税金は」の配布を会員や消費者に
配布し普及啓発に努めた。
〇 令和２年８月から運営の全宅連会員専用サイト「ハトサポ」の利用方法や登録手順等、会員からの
問い合わせに対応するほか、広報誌を通じて会員へ推進した。
〇 宅建業を始めたい方や不動産業界の現状・実務内容に興味がある方々を対象に、開業までの具体的
手続や宅建業者による実体験談について講義を行った。また開業にあたり不安や疑問をもたれている
方に対し個別相談を行った。
開催場所：当会館３階会議室 午後 1 時３０分から４時３０分
第１回：令和２年８月１９日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
第２回：令和２年１１月１１日 申込者数 ２０名 出席者数 １９名
第３回：令和３年１月２１日
申込者数 １０名 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為中止
資料のみ送付
〇 会費徴収について円滑に実施されるよう保証協会と連携し、会費納付率の向上を図った。
〇 経理規則に基づき顧問税理士の会計指導及び監事による監査を年３回行い適正な会計処理に努めた。
〇 会員に対し宅地建物取引士賠償責任補償制度の募集及び宅建ファミリー共済代理店募集について
広報誌に周知し加入促進に努めた。
〇 会館設備の環境整備のため、エアコン交換やワイヤレスマイクの取替などを行った。また衛生面に
関して、会館の使用状況を把握し効率的かつ効果的に清掃作業を行い不動産会館の管理運営に努めた。
〇 規約検討特別委員会を設置し、表彰及び慶弔規程の改正等について検討を行った。また定款の改正
についても検討した。
（研修指導委員会）
〇 消費者等の利益を保護し、安心安全な不動産取引の継続に向け、専門的知識の習得と資質向上を図

るため、消費者・宅地建物取引業者等を対象に研修会を年２回実施した。(第２回は資料配布のみ)
（詳細は、研修啓発事業（継１）１に記載）
〇 宅地建物取引業法第６４条の６に基づき開催する本部研修会について、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため第２回は開催を中止したが、宅地建物取引業の適正な発展と消費者利益保護を図るた
め、研修内容を撮影し WEB 研修として本会ホームページに公開、動画を配信する準備検討を行った。
（詳細は、研修啓発事業（継１）１に記載）
〇 宅地建物取引士資格試験において、一般財団法人不動産適正取引推進機構より委託を受け新型コロ
ナウイルス感染対策に努め円滑に実施した。（詳細は、研修啓発事業（継１）２に記載）
〇 熊本県より委託を受けて有効期間満了の更新者及び新規交付希望者を対象とし、宅地建物取引業法
第２２条の２第２項に基づき宅地建物取引士法定講習会を年６回実施した。なお、内４回(第１回、２
回、３回、５回)は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宅地建物取引業法施行規則第１４条の
１７第３号の規定に基づき、宅地建物取引士に対する講習の実施要領第４に規定する方法（教材の配
布による自宅学習）により実施した。（詳細は、研修啓発事業（継１）３に記載）
〇 新規入会者や代表者等変更者に対し、毎月１回新入会員等特別研修会を開催し協会倫理の徹底や会
員業者の資質向上を目的に年１２回実施した。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１２
回の内、４回を自宅学習、２回を新規入会者のみとし規模を縮小して実施した。
〇 消費者保護、専門的知識の向上や紛争の未然防止を図るため、全宅連が実施する「不動産キャリア
パーソン講座」の受講促進に努めた。
（情報提供委員会）
〇 広報誌やホームページを活用して、不動産無料相談の周知の他、宅地建物取引士法定講習会や宅地
建物取引士資格試験、宅建業法や関係法令等の情報について掲載し、会員及び消費者に対し情報を提
供した。（詳細は、情報提供事業（継３）１に掲載）
〇 令和２年７月豪雨において、
「７月豪雨災害情報」や「熊本豪雨被災者支援住宅特集」を掲載し被災
者支援に努めた。(詳細は、情報提供事業（継３）２に掲載)
〇 広報誌「宅建くまもと」を保証協会と共同で年 6 回発行し、協会の活動状況や行政庁の通達事項、
その他各種不動産関連情報を掲載し幅広く提供した。（詳細は、情報提供事業（継３）３に掲載）
〇 ハトマークに対する認知度向上のため、
「熊本日日新聞」や「くまもと経済」に年賀名刺広告や暑中
広告を掲載し、協会の周知を図った。（詳細は、情報提供事業（継３）５に掲載）
〇 宅建協会の周知を図るため、ＣＭ素材を刷新し YouTube や Yahoo などの WEB 広告を行い、ハト
マークのＰＲの啓発に努めた。(詳細は、情報提供事業（継３）６)に記載
（法務委員会）
〇 消費者を対象として､週 2 回(原則月曜日･木曜日)相談員 2 名体制で不動産無料相談を実施し、適切
な助言、指導を行った。また県内３会場において巡回不動産無料相談を開催した｡
(詳細は､研修啓発事業(継 1)4 に掲載)
〇 総務省が実施する行政相談会に､当会会員を派遣し､不動産に関する相談に対応し消費者保護に努
めた｡(詳細は､研修啓発事業(継 1)4(5)に掲載)
〇 会員に対し弁護士による法律相談を月 1 回開催し対応した｡
(詳細は､研修啓発事業(継 1)4(4)に掲載)
〇 入会希望者が入会に関する資料をホームページから請求できるよう検討をしたほか、入会手続等に
ついて電話や来会者に対しパンフレットを配布説明し加入促進に努めた。
〇 入会に必要な書類の一部簡略化を行うとともにホームページから入手できるよう入会者の利便性
の向上を図った。
〇 令和２年度の会費未納者に対し内容証明郵便を送付した結果､今年度の未納者はなかった｡
（地域貢献委員会)
〇 不動産業界の社会的信用を確立し、消費者が安心して取引できる不動産関連知識の向上を目的に、
消費者や宅建業に従事する方を対象に宅建 WEB セミナーを開催した。(詳細は、地域活性事業（継２）
２)に掲載）
〇 不動産広告の適正化を図るため、不動産の表示規約についてセミナーを開催し、不動産広告会社等
に対し規約の周知徹底を図った。(詳細は､地域活性事業(継 2)3 に掲載)
〇 エコキャップを回収し CO２削減とリサイクル資源活用のため社会貢献活動を行った。(詳細は、地
域活性事業（継２）10 に掲載)

〇
〇

社会福祉活動の一環として、児童養護施設の慰問を行った。
（詳細は、地域活性事業(継２)6 に掲載）
こどもの安全確保のため、入会者や会員に対し「こども１１０番」協力会員店の加入拡大に努めた。
（詳細は、地域活性事業(継 2)9 に掲載）
(青年委員会)
〇 不動産業界における諸課題について、「IT」
「空き家」「売買」のグループを設置し、討議検討を行
った。
〇 不動産開業支援セミナーにおいて、開業までの体験談等を説明し入会促進の推進を図った。
(法人制度改革特別委員会)
〇 公益法人移行に関する研修会を開催し、理事及び支部総務財務委員長等とともに、公益申請への現
状課題の把握に努めた。
〇 公益的活動の事業区分を精査し、公益目的事業等の見直しを行った。

