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令和元年度　事業計画書

1　運営方針
　全国的な少子高齢化に伴い、宮崎県におきましても、令和 7 年には高齢化率（65 歳以上人口が総人口
に占める割合）が 35％になる見込みであり、それに伴い、今後、更なる、空き家の増加が見込まれます。
　近年の自然災害の増加にともない、行政と連携し被災者救援の一環として、住宅を失った方への住宅
の仲介や情報提供など、私共、不動産業界への期待と責任が増しております。
　平成 30 年 4 月より中古住宅流通拡大に向けてインスペクション（専門家による建物状況調査）の実施
の有無、結果の概要を重要事項説明書への記載が義務付けられ、令和２年 4 月 1 日施行の民法（債権法）
改正では、売主の責任は法定責任の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」という契約責任に転換さ
れます。今後は、契約不履行が認められる場合の売主の責任は格段に重いものになり、売主は契約責任
を問われないように売買契約締結に当たっては事前のインスペクション（専門家による建物状況調査）
が前提とされるようになることが予測されます。
　この様な状況に基づき、令和元年度は各種研修会を充実させて参ります。
　また、新入会員獲得のために大幅な入会金の減額を行い、入会促進に取り組み、協会の経営基盤の安
定化を図ります。

（1）会員サポート事業の拡充
① 各種研修会の充実
　令和 2 年 4 月の民法（債権法）改正に向け法定研修会などの充実を図るとともに、一般者や開業
前の希望者を対象に、開業支援特別委員会による開業支援セミナー、人材育成委員会による新規免
許者研修会、保証協会宮崎本部との共同研修会（県央、県南、県北各地区）を開催します。
② 新規会員入会促進の取り組み
　新入会員入会促進として、今年度から大幅な入会金（約32万円）の減額を実施し、開業支援特
別委員会の活動を中心に、広報活動の充実、開業支援セミナーの開催、個別の新規開業相談や新入
会員研修会実施などに取り組み、新規会員入会者30名の獲得を目標といたします。　
③ ハトマークサイトの拡充・IT サポートの充実      
　ハトマークサイトは全国へ無料で物件公開が出来る情報発信ポータルサイトであることを、法定
研修会などの機会を活用して会員への認識を高めるともに、協会ホームページの改修を行い、親し
みやすく、見やすいサイトの構築を図り会員満足度の向上を目指します。
　また、昨年度から配置したサポート担当職員を活用し IT 化対応に不慣れな会員へのサポートを
更に充実させます。

（2）協会組織の基盤強化
① 協会内部組織改革と財政基盤の安定化
　協会内部組織改革として、「就業規則の改訂」「給与規程の改訂」「組織規程の改訂」を行ってま
いりました。今後も更なる、組織改革を行ってまいります。
　今年度は
　① 無駄な経費を見つけ出し、削減を図る。
　② 職員の仕事と内容の量の適正化、公平化を図る。
　③ 職員数の適正化を検討し、収益の安定化と将来の協会のリスクを軽減する。
　④ 指定管理担当職員と指定管理業者との意見交換を密に行い、相互扶助と業務改善を図り、
　　 全体のモチベーションを向上させる。
　以上の施策を実施し協会組織の基盤強化を行います。
　共有カレンダーによる協会全体のスケジュール管理・運営は順調に推移しております。今後は各
委員会や事務局会議などの TV 会議を実現し、更なる経費の削減に努めてまいります。



② 人材の育成
　協会の基盤強化には、会員の人材育成は欠かせません、人材育成委員会を中心に研修活動を行います。
　また、協会職員の研修を外部の研修機関で実施し、人材の育成を図ります。　

③ 公益法人化
　公益法人化への移行については、全宅連の決議事項であります。当協会といたしましても、その
方向で進めて参ります。公益社団法人となるためには、公益目的事業比率が50％以上であること
が要件となります。地域や社会へより貢献できる団体を目指し、社会的信用を更に高める必要から、
その移行について、組織検討特別委員会において会員の皆様のご意見を伺いながら、引き続き検討
いたします。

（3）宅建協会の PR と地域貢献
　不動産業は、地域密着型業務であることから、消費者や地域社会への PR や貢献事業を推進する
ため、宮崎県内各地で無料相談会を開催しております。
　地域イベントも開催して、支部単位での活動と全県での活動を行い、消費者や地域とのコミュニ
ケーションの機会を創出するとともに PR を実施して行きます。
　また、行政機関と連携して、空き家対策や、UIJ ターンへの支部単位での取り組み、震災対策と
して、事前調査による行政との連携を行い、宅建協会の強みを生かした社会貢献案を提示すること
で災害に備える街づくりに貢献します。
　今後、より多くの消費者や開業希望者へ PR するため、発信力を高め、地域社会の中でのハトマー
クの PR を重点的に行い、存在感を高めていく戦略を検討し、実行につなげる努力をしてまいります。

（4）協会本部事務所のあり方について
　協会本部と公営住宅指定管理事業の事務所（旧宮崎銀行昭和町支店跡）と２ヶ所に分散していること
から、事務の効率化、事務所維持経費削減などを考慮し本部の移転などを引き続き検討いたします。

２ 各種委員会活動方針
（1）総務財務委員会（執行部会）

　総務財務委員会（執行部会）については、（公社）全宅保証宮崎本部総務財務委員会と一体連携
するとともに（公社）全国宅地建物取引業協会連合会、全宅連九州地区連絡会及び各種委員会と協
力連携して上記の運営方針に基づき毎月定期的に開催し協会運営を行います。
　将来の会員数減少予測から、会費減収に伴う協会運営の効率化もさらに図って行きます。

（2）政策推進委員会
　不動産市場に関する税制、農地法、県施策、国土交通省に関する諸制度等について研究し意見交
換するとともに、顧問県議等を通じて県及び国に要望活動を行います。

（3）情報提供委員会
　平成 30 年度（一社）宮崎県宅地建物取引業協会のホームページの改修を行い、かなり、見やす
いサイトになりました。今後も、親しみやすく、見やすいサイトの構築を図り、会員満足度の向上
を目指します。法定研修会等を通じて一層の物件登録の推進やホームページの充実及びバナー広告
活用、更には、各委員会などの TV 会議の活用などを推進しながら、IT 化に不慣れな会員や IT 化
の進んでいない会員へのサポート体制の具体化に向けて検討を行います。
　協会公式フェイスブック及びグーグルビジネス等を開設し、SNS を活用した情報提供や広報活動
の IT 化を進める。

（4）人材育成委員会
　宅地建物取引士証の更新講習の実施及び円滑な更新証の交付、宮崎県知事指定法定講習会、会員
の知識向上のための研修会の実施、新規会員の育成及び不動産キャリアパーソン資格制度の活用を
適切に実施いたします。



　特に、令和２年４月１日施行の民法（債権法）改正に向けて売買契約書の作成方法、重要事項説明書
の記入方法などを中心とした研修や更に新規会員及び業歴の浅い会員へ向けたサポートやより分り易い
研修の充実を図る予定です。実務に対応した研修を行うことにより新規開業者や業歴の浅い会員の開業
後の不安、疑問などに対応いたします。
　青年部活動をサポートし、将来の協会運営の基盤強化を図ります。

（5）広報啓発委員会
　会員間の情報交換、会員への情報提供、会員広場として広報誌「宅建みやざき」を発行いたします。
又、Facebook 等の SNS を活用して会員相互の情報コミュニケーション化を図ります。

（6）入会審査委員会
　支部入会審査会と連携して開催し、全宅保証の入会手続きと同時に適正な入会審査を行います。

（7）宮崎地区調査指導委員会
　（一社）九州不動産公正取引協議会と連携して新聞チラシやインターネット広告等を調査すると
ともに、違反事案に対しては上記協議会と共同して聞き取りや適切な指導を行います。

（8）公営住宅管理特別委員会
　公営住宅指定管理事業に関する様々な案件・課題について協議検討を行います。県営住宅が第 5
期指定管理の 2 年目、市営住宅が第 1 期指定管理の 4 年目となります。

（9）無料相談・苦情解決・弁済業務委員会
　全宅保証宮崎本部と連携協力して委員会活動を行うとともに、無料相談会を各支部において定期
的に毎月 2 回開催します。

（10）開業支援特別委員会
　新入会員の入会促進を図るため、委員会活動を行うとともに、入会促進の広報活動に努め、開業
支援セミナーや開業支援相談会を開催します。
　今年度は支部単位の開業支援セミナーを実施する予定です。
　情報提供委員会とも連携し、HP からの勧誘を促進します。

（11）空き家対策委員会
　自治体の要請のもとで、空き家バンクや空き家問題について各地区委員を中心に自治体と連携し
て取り組みます。

（12）予算、決算委員会
　協会予算、決算について健全で安定的な財政基盤を構築するために協議検討を行います。

（13）組織検討特別委員会
　　当協会の公益法人化へ移行について、当委員会で会員の皆様のご意見を伺いながら検討いたします。

（14）青年部活動委員会
　若手会員の活動により協会活性化を行い、若手会員による将来の協会基盤の安定化を目指し、提言・
提案を行います。
　若手会員による意見交換の場を持ち、新規開業者や業歴の浅い会員の交流を図り、彼らの活発な事業
活動の手助けとなるべく活動することを目的とするとともに、新規開業予定者の紹介を獲得します。ま
た彼らとの交流や活動を通じ、幅広い意見の収集を行い、各委員会へ提案をすることで協会の活性化や
ハトマークの PR を図りたいと考えます。



3 協会業務
⑴　令和元年度については、公益目的事業である研修事業及び相談事業などを会員及び一般向けに適
　正に実施します。
⑵　国、県及び市町村との連携協力を進めるとともに、災害時の住宅情報の提供、公共用地買収及び
　誘致企業への土地建物紹介等について会員への情報提供を行います。
⑶　新規入会者を支援するために、新規入会者研修を行うとともに、キャリアパーソン資格制度によ
　る研修推進を図ります。
⑷　宮崎県不動産コンサルティング協議会が行う技能登録者向専門教育、宅建士向け基礎教育等につ
　いて、関係団体等と協力して実施します。
⑸　（一社）全国賃貸不動産管理業協会へ加入を促進し、賃貸管理業務に携わる会員を支援します。
⑹　宅建ファミリー共済及び AIG 損害保険株式会社などの利用の拡大を図ります。
⑺　協会における情報伝達、事務処理等の IT 化を促進します。
⑻　協会職員への実務研修を実施します。　

4　受託等業務
（1）宅地建物取引士講習会業務
　宮崎県と連携して県知事指定法定講習会を下記のとおり２回開催するとともに、県から委託を受け
て法定講習時の宅地建物取引士証の即日交付を実施します。
　また、同じく「主任者証」から「宅地建物取引士証」への切替えを理由とする再交付業務について
随時受付を行います。

　　講習会日程　　◎第 1 回予定　令和元年 8 月 27 日（火）　ニューウェルシティ宮崎
　　　　　　　　　◎第 2 回予定　令和 2 年 1 月 23 日（木）　ニューウェルシティ宮崎

（2）宅地建物取引士資格試験業務
　一般社団法人不動産適正取引推進機構から委託を受けて、同機構の指導協力のもとで、これまで
の経験を活かして適正に業務を進めることとします。
　今年度は、令和元年 10 月 20 日（第 3 日曜日）が試験日になります。

（3）県営住宅指定管理業務  
　令和元年度は、第 5 期指定管理の 2 年目として、本店、県南支部及び 15 社の地区管理会社と連携協
力して「宮崎県営住宅の管理運営に関する基本協定書」等に基づき、入退去管理、家賃等収納及び維持
保全業務を適正に実施します。
①今年度は宮崎、高岡、西都、高鍋、都城、小林、日南及び串間の計 8 土木事務所 83 団地 6,693 戸の
　県営住宅及び駐車場等の管理業務を実施します。
②協会本店及び県南支部は、業務の総括、県・土木事務所の窓口及び会計業務等を行います。地区管理
　会社は、入退去者の直接窓口として入居者対応及び家賃収納業務等を行うとともに、収入申告時の出
　前相談会や団地内集会所を利用したふれあいサロンを開催するなど、入居者サービス向上に努めます。
③入居者募集については、年 4 回の定期募集を実施するとともに、定期募集では入居が見込めない団
　地においては随時募集により入居促進を図ります。
　また、効果的な募集情報の周知方法としてチラシ以外の広報媒体紙等への掲載を検討します。
④家賃徴収業務については、現年度家賃及び駐車場使用料徴収の 8 土木事務所 100% 徴収率を目標と
　します。（平成 30 年度徴収見込は家賃 99.98%、駐車場使用料 100% となっています。）また、過年
　度徴収については退去滞納者の所在調査や継続的な催告等を通じて未済額圧縮に努めます。
⑤維持保全業務については、退去修繕及び一般・緊急修繕等を予算の範囲内で適切に執行します。また
　早期発見による予防保全が効率・効果的な修繕業務につながることから、入居者の理解や周知を図る
　ため、「維持管理のすすめ」を作成配布します。
⑥保守点検業務は、一級建築士等による定期点検業務を行うとともに、入居者の安心安全を優先して適
　正に実施します。
⑦維持保全及び保守点検に係る修繕予算額は、8 土木事務所合計で 36,150 千円です。



（4）宮崎市営住宅指定管理業務  
　指定管理業務受託の 4 年目となる令和元年度においては、協会、宮崎宅建協同組合及び地区管理会社 9
社と一体連携して、宮崎市と締結した「宮崎市営住宅等の管理運営に関する基本協定書」等に基づき、市
営住宅及び共同施設を適正に管理運営し、入居者サービス向上や収入未済額の圧縮等に努めます。
①今年度は、宮崎、佐土原、田野、高岡及び清武地区の 63 団地 5,499 戸の市営住宅及び駐車場等の管理
　業務を実施します。
②協会は、宮崎宅建協同組合と「宮崎市営住宅管理センター」を構成して、業務の統括、宮崎市との窓口
　として連絡調整及び会計業務等を行います。
　地区管理会社の担当者は、顔の見える担当者として、　各担当団地の入退去業務、各種申請業務、家賃
　等収納業務、収入申告業務、修繕依頼受付業務及び苦情・要望受付などの窓口業務を行います。
　また、田野地区については、協会直営として窓口事務所を設置して利便性の向上等を図ります。
③入居者募集については、年 4 回定期的に行います。募集説明会等は、希望者が参加しやすいように地
　区に応じて、日程や場所を設定します。
　また、定期募集では入居が見込まれない団地においては、随時募集を実施します。随時募集の斡旋につ
　いては、希望者の家族構成や生活状況などを十分に聞き取り、入居相談に対応するとともに、住戸内覧
　などを通して入居促進に努めます。
④家賃徴収業務については、入居者との対話を密にして信頼関係を構築し、滞納の発生や増加防止に努め、
　収納率向上や未済額の縮減を図ります。
　また、退去滞納者については、文書や電話等による本人及び連帯保証人への継続的な催告を行い、所在
　不明者に対して住民票調査を実施します。
⑤収入申告業務については、より分かりやすい説明が求められていることから、入居者に配布する案内文
　書を分かりやすい文書に見直します。作成したマニュアル等に沿って、円滑に業務が進むよう努め、　
　未申告や書類不足の入居者には、文書等で提出を促しながら、未申告者ゼロを目指し、収入申告回収率
　の向上に努めます。
⑥維持保全業務については、退去修繕及び一般・緊急修繕等を予算の範囲内で適切に執行します。
　また、　保守点検業務は、入居者等の安心・安全を考慮し、適切に実施します。


