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○実施主体：主催/公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、後援/国土交通省
○概　　要：9月30日～11月29日まで全国52会場でセミナーを開催。
　　　　　　 ・統一テーマ「安心・安全・住環境の向上」
○開催方法：集合形式(35会場)、ハイブリッド形式(17会場)
○実施会場：全国52会場（詳細は下記表を参照）
○参加者　：賃貸住宅オーナー、賃貸住宅管理業者並びに関係者他、定員4,588名

集合形式(35会場)
NO 日程 会場 定員（名）
1 北海道 室蘭市 11月05日（土） 室蘭市生涯学習センター　きらん 100
2 青森県 青森市 10月25日（火） 青森県観光物産館 60
3 宮城県 仙台市 11月12日（土） TKPガーデンシティPUREMIUM仙台西 90
4 福島県 郡山市 10月14日（金） セルフミーティングルーム虎丸 40
5 山形県 山形市 09月30日（金） ホテルキャッスル山形 100
6 埼玉県 さいたま市 10月08日（土） TKPガーデンシティPREMIUM大宮 70
7 栃木県 宇都宮市 10月02日（日） コンセーレ 70
8 群馬県 高崎市 10月22日（土） ホテルグランビュー高崎 70
9 新潟県 新潟市 10月29日（土） ホテルオークラ新潟 40
10 新潟県 上越市 11月26日（土） ホテルハイマート 40
11 千葉県 千葉市 10月22日（土） ペリエホール 48
12 茨城県 水戸市 10月29日（土） 茨城県開発公社 100
13 神奈川県 横浜市 10月15日（土） 関内新井ホール 180
14 山梨県 甲府市 10月23日（日） ベルクラシック甲府 50
15 長野県 長野市 10月15日（土） JA長野県ビル 70
16 〃 諏訪市 10月22日（土） ホテル紅や 80
17 愛知県 名古屋市 10月23日（日） ウィンクあいち 110
18 岐阜県 岐阜市 10月22日（土） 岐阜商工会議所 50
19 石川県 金沢市 11月5日（土） ホテル金沢 100
20 富山県 富山市 11月26日（土） テクノホール（一般財団法人 富山産業展示館） 64
21 京都府 京都市 10月08日（土） 京都経済センター 200
22 和歌山県 和歌山市 10月15日（土） ホテルグランヴィア和歌山 80
23 島根県 松江市 10月14日（金） ホテル白鳥 30
24 香川県 高松市 10月22日（土） 高松国際ホテル 100
25 愛媛県 松山市 10月15日（土） 東京第一ホテル松山 80
26 徳島県 徳島市 10月23日（日） JRホテルクレメント徳島 40
27 福岡県 福岡市 10月29日（土） エルガーラ福岡 100
28 佐賀県 佐賀市 11月12日（土） ガーデンテラス佐賀 ホテル＆マリトピア 50
29 長崎県 長崎市 11月18日（金） 長崎新聞文化ホール アストピア 50
30 大分県 大分市 11月29日（火） レンブラントホテル大分 100
31 宮崎県 宮崎市 10月01日（土） 宮崎観光ホテル 100
32 鹿児島県 鹿児島市 11月08日（火） かごしま県民交流センター 108
33 沖縄県 那覇市 10月08日（土） 国立劇場おきなわ 250
34 〃 石垣市 10月29日（土） 石垣健康福祉センター 50
35 〃 宮古島市 11月12日（土） 宮古島ICT交流センター 50

2,920

ハイブリッド形式(17会場)
日程 会場 定員（名）

1 北海道 札幌市 10月15日（土） センチュリーロイヤルホテル札幌 100
2 秋田県 秋田市 10月07日（金） にぎわい交流館　AU 100
3 岩手県 盛岡市 10月15日（土） ホテルメトロポリタン盛岡 50
4 東京都 千代田区 10月27日（木） ステーションコンファレンス東京 210
5 静岡県 静岡市 10月29日（土） ペガサート 100
6 福井県 福井市 10月15日（土） 福井県国際交流会館 60
7 滋賀県 草津市 10月23日（日） 草津市立市民交流プラザ 132
8 大阪府 大阪市 10月20日（木） ホテルモントレ 100
9 兵庫県 神戸市 10月09日（日） 神戸国際会館 54
10 奈良県 奈良市 11月06日（日） ホテル日航奈良 100
11 鳥取県 鳥取市 10月16日（日） 鳥取市民交流センター 102
12 岡山県 岡山市 10月30日（日） 岡山コンベンションセンター 140
13 広島県 広島市 10月02日（日） 広島国際会議場 150
14 山口県 宇部市 10月16日（日） ハウスサポート宇部本社 30
15 高知県 高知市 10月22日（土） 高知会館 60
16 福岡県 北九州市 10月22日（土） TKP小倉シティセンター 30
17 熊本県 熊本市 10月15日（土） メルパルク熊本 150

1,668

以　上

令和4年度行事の企画書（案）

開催地

開催地

合　計

合　計



（47名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支部 氏 名 商号・団体名 会社所在地

1 北海道 小野寺　徹 株式会社札幌カンリセンター 北海道

2 青森県 鈴木　文武 八代産業株式会社 青森県

3 秋田県 北嶋　暢哉 株式会社秋田住宅流通センター 秋田県

4 岩手県 櫻井　大介 株式会社アート不動産 岩手県

5 宮城県 伊勢　泰昌 株式会社I・S・E 宮城県

6 福島県 鎌田孝太郎 株式会社郡中本店 福島県

7 山形県 武田　晃士 千歳不動産株式会社 山形県

8 埼玉県 高橋　誠一 株式会社アップル 埼玉県

9 栃木県 及川  昌明 株式会社CIC情報センター 栃木県

10 群馬県 川本　裕明 株式会社群馬総合土地販売 群馬県

11 新潟県 田中　壮一 信濃土地株式会社 新潟県

12 千葉県 佐藤　昌穂 佐藤商業株式会社 千葉県

13 茨城県 今泉　政直 株式会社泉ハウジング 茨城県

14 東京都 塩見　紀昭 株式会社明和住販流通センター 東京都

15 神奈川県 平岡　  正 株式会社ケンツ 神奈川県

16 山梨県 青栁　吉夫 有限会社マルヨシ不動産 山梨県

17 長野県 矢﨑　文也 株式会社諏訪貸家アパートセンター 長野県

18 愛知県 岡本  　圭 株式会社アパートセンターオカモト 愛知県

19 静岡県 中島　  敦 株式会社第一不動産 静岡県

20 岐阜県  井上 　正　 すみれリビング株式会社 岐阜県

21 三重県 吉安　昭仁 株式会社リークスプロパティ 三重県

22 石川県 田上　育美 株式会社アパートマン 石川県

23 富山県 松永　泰一 株式会社ディライト 富山県

24 福井県 中屋敷隆夫 有限会社レグ 福井県

25 京都府 安田　栄慈 三協株式会社 京都府

26 滋賀県 山口　俊和 株式会社エルアイシー 滋賀県

27 大阪府 影山真由美 株式会社アドミニ 大阪府

28 兵庫県 松本  　智 株式会社ハウスプロメイン 兵庫県

29 和歌山県 東　　行男 アズマハウス株式会社 和歌山県

30 奈良県 小西　克美 株式会社丸和不動産 奈良県

31 鳥取県 前田　真教 株式会社エステートセンター 鳥取県

32 島根県 小林　孝文 株式会社アスタス 島根県

33 岡山県 有木志津加 有限会社アトム 岡山県

34 広島県 前場　俊輔 株式会社不動産プラザ 広島県

35 山口県 大野　健二 株式会社ハウスサポート 山口県

36 香川県 野津　靖生 有限会社コスモ不動産 香川県

37 愛媛県 永井　俊昭 株式会社三福管理センター 愛媛県

38 徳島県 島勝　崇公 ありがとうございます株式会社 徳島県

39 高知県 和田　英知 株式会社高知ハウス 高知県

40 福岡県 三好  　修 株式会社三好不動産 福岡県

41 佐賀県 若松　伯宗 株式会社若松商事 佐賀県

42 長崎県 森田　龍三 株式会社ハウジングロビー 長崎県

43 熊本県 川口　圭介 株式会社明和不動産管理 熊本県

44 大分県 齋藤　正浩 プロパティワコー株式会社 大分県

45 宮崎県 久保田嘉人 株式会社クボタ住宅 宮崎県

46 鹿児島県 是枝　  徹 株式会社鹿児島不動産バンク 鹿児島県

47 沖縄県 平良　修一 大鏡建設株式会社 沖縄県

　

　（敬称略）

以　上

 支部長一覧
（令和4年6月13日現在）

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会


