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報告事項２

平 成 ２ ８ 年 度 事 業 計 画
自 平成２８年４月 １日
至 平成２９年３月３１日

我が国経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する
成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し 、
緩やかな回復基調が続きましたが、年が明けると同時に中国経済の先行きに
対する警戒感や原油価格の下落等の要因により、日経平均株価は大幅に値を
下げ、今後の見通しは不透明です。
また、日本銀行がマイナス金利の導入を決定したことにより、金融機関は
個人向け国債の募集を中止する一方、住宅ローン金利を引 き下げる等、影響
が広がっています。
住宅・不動産市場は、低金利等の施策による住宅需要の下支えや株価上昇
による資産効果がありましたが、一昨年の消費税増税による落ち込みから抜
け切れず、１０％増税後の住宅投資の冷え込みが懸念される状況にあり ます。
さらに新聞報道によれば、札幌市内のマンション価格は建築資材や人件費
の高騰、地価の上昇等の影響 で、バブル期を上回る過去最高の価格水準にな
っており、３０～４０代の一次取得層の多くは買いたくても買えない状況に
なっています。
このような中、当協会では全宅連が掲げたハトマークグループ ・ビジョン
に基づき、北海道版ビジョンを策定しました。
北海道３，２００会員のネットワークを生かし、地域で行われる様々な事
業の担い手となり、地域全般をサポートするパートナーとして、また、会員
一人一人の経験と知識を生かして地域のセーフティネットとして機能するこ
とで、激変する社会環境の中、頼れる「最後の砦」となることを目指します。
これらの目標の達成に向け継続的な取組みを行っていくため、不動産無料
相談や消費者対象セミナー、 不動産専門知識の習得を目的とした研修 会等の
公益目的事業を適正に実施いたします。
以下、各事業の詳細について事業計画を策定しましたので報告いたします。
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Ⅰ.公益目的事業
１．消費者保護事業（公１）
（１）相談事業の充実（苦情処理委員会）
一般消費者等からの相談事案に適切に対応するため、各関係機関・団体等が主
催する研修等へ参加することにより、担当職員の質的向上を図るとともに、業務
の改善と効率化に積極的に取り組み、相談業務の充実に努めます。
（２）不動産相談員等への専門研修の実施及び出張講習・研修支援等の充実（苦情
処理委員会）
一般消費者等からの相談事案・苦情案件に迅速・適正に対応するため、保証協
会との協力により、不動産相談員等を対象とした専門研修を実施し、相談員等の
更なる質的向上に努めます。
また、消費者の利益保護に寄与することを目的に、不動産取引に係るトラブル
予防や宅建業者の法令遵守の啓発等をすすめるため、出張講習の実施及び各種研
修会の支援等に努めます。
（３）消費者啓発事業の充実（苦情処理委員会）
広く消費者の利益保護に寄与することを目的として、適正な宅地建物取引の推
進と不動産トラブルの未然防止等をすすめるため、保証協会との協力により、
「原
状回復のてびき」「媒介報酬啓発パンフレット」等の冊子・パンフレット類の頒
布を実施し、消費者啓発事業の充実に努めます。
（４）たっけんライブラリ－事業の実施（苦情処理委員会）
不動産取引に関するトラブルの未然防止と取引の公平性・安全性に寄与する
ことを主な目的に、広く一般消費者等の不動産に関する知識の取得や情報収集
機会の拡大等を図るため、たっけんライブラリ－事業の実施に努めます。
（５）合同行政相談等への参加（苦情処理委員会）
北海道行政評価局が実施する合同行政相談等への相談員の派遣及び各機関・団
体等が実施する行事への参加等により、一般消費者等への相談機会の拡充等に努
めます。
（６）不動産関係法令の新設・改正への対応（不動産近代化委員会）
不動産関係法令の新設や改正について、広報委員会と協力してホ－ムペ－ジや
広報誌を通じて迅速に情報提供を行います。
（７）広報誌「宅建ほっかいどう」の発行（広報委員会）
不動産取引に関する知識や情報を発信することにより、安心・安全な不動産取
引の推進に寄与することを目的として、広報誌「宅建ほっかいどう」を年６回発
行します。
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なお、広報誌は会員に配布する以外にも、協会窓口や「たっけんライブラリー」
の会場等で消費者に配布する他、ホ－ムペ－ジからも閲覧できるようにします。
（８）ホ－ムペ－ジの充実（広報委員会）
安心・安全な不動産取引の推進を図るため、不動産関係法令の改正情報や取引
の基礎知識等に係る情報を発信するとともに、宅地建物取引士法定講習や宅地建
物取引士資格試験の実施情報、各種セミナーの案内等、会員や消費者を問わず有
益な情報の発信に努めます。
（９）公益目的事業のＰＲ（広報委員会）
当協会が実施している不動産無料相談や各種セミナー等の公益目的事業を消
費者により浸透させ利用拡大を図るには、継続性のある広報活動が必要です。
広報誌及びホームページを通じて、公益目的事業のＰＲや不動産取引に関する
知識の啓発・普及を図ります。
（10）物件調査ガイドの公開（企画事業委員会）
宅地建物取引において、消費者等に契約締結前に対象物件に関する事項や取引
条件に関する事項等について説明を行う重要事項説明は、消費者等が契約の意思
決定を行う上で肝要であり、
適切な重要事項説明を行うことはトラブルの未然防
止を図る上で不可欠で消費者保護にも繋がることから、宅地建物取引業者が法令
制限を調査する際の担当窓口を確認したり、消費者自身が対象物件を調査する際
の便宜に適うよう物件調査ガイドをホ－ムペ－ジ上に公開します。
また、必要に応じて情報を適宜更新できるよう、メールフォームを活用して利
用者からの情報提供を募ります。
（11）支部不動産無料相談所の充実（支部事業）
不動産取引に関する相談に対し、適切な指導・助言を行うことによって、ト
ラブルの未然防止及び早期解決を図り、適正な宅地建物取引の推進及び住生活
の安定を図るため、消費者保護を目的に設置する不動産無料相談所の充実に努
めます。
（12）地域貢献事業（支部事業）
地域住民を対象に宅地建物取引に関するセミナ－や無料相談会を開催し、宅地
建物取引に関する知識を啓蒙するとともに、地域住民との信頼関係の構築を図り
ます。
また、暴力団追放推進協議会と連携して地域社会から暴力団を追放し、業界の
健全な発展と明るい社会づくりを推進します。
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２．人材育成事業（公２）
（１）宅建協会不動産研修会の実施（研修委員会）
宅建業者が、法令を遵守した業務を適切に行えるよう、宅建協会不動産研修会
を全道１０会場で年３回実施します。内２回は、宅建業者（会員外業者及び専門
的知識を学びたい一般消費者も含む）を対象として実施し、研修科目については、
不動産関連税制改正や、宅建業関連法令に関する法改正情報を中心として、トラ
ブル防止の観点から具体的事例を中心とした実践的内容構成に努めます。
また、残り１回は一般消費者も参加出来るよう、基礎的知識型とし、研修科目
についても、不動産無料相談所に寄せられる一般消費者からの相談内容として多
いテ－マを選定し、実施します。
（２）受託業務の適正な実施（研修委員会）
①．宅地建物取引士法定講習の実施
北海道知事の指定を受けて実施する宅地建物取引士の更新講習を、札幌、
函館、旭川、帯広で計１５回実施します。実施にあたり、受講者が講習に専
念できる受講環境の構築に努めます。（別表 1 参照）
②．宅地建物取引士資格試験の実施
(一財)不動産適正取引推進機構より受託する宅地建物取引士資格試験を、
札幌、函館、苫小牧、旭川、帯広、釧路の 6 市で実施します。
実施にあたり、同機構と緊密な連携を図り、試験監督業務等の関連業務に
ついて、適正に実施し、試験の公正性の確保に努めます。(別表 2 参照)
（３）宅建起業セミナ－の実施（不動産近代化委員会）
宅地建物取引業の開業を志す個人や法人に対し、消費者保護の立場から事前
に宅地建物取引業に係わる法律や会社設立に必要な基礎知識を習得してもらい、
開業後の安心・安全な取引を推進することを目的として宅建起業セミナ－を実施
します。
（４）宅建業者対象研修会の開催（支部事業）
宅建業者（会員外業者を含む）を対象とし、適正な宅地建物取引の推進のた
め、宅建業に関する法令や税制等をテ－マとした研修会を開催し、専門知識の
向上に努めます。
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Ⅱ．共益事業・収益事業
１．協会ＰＲ事業（他１）
（１）協会ＰＲ広告の実施（広報委員会・支部事業）
業界誌や一般誌等に当協会のＰＲ広告を掲載します。

２．宅建協会運営事業（他２）
（１）レインズの適正利用及び利用促進（不動産近代化委員会）
宅地建物取引業法で定める媒介契約時におけるレインズへの登録義務や東日
本レインズの規程に基づくレインズを利用する上でのルールを周知することで
適正な利用を促すとともに、広報誌等を用いて利用促進を図ることによって、
不動産流通市場の活性化に努めます。
また、支部からの要請に応じて、レインズの研修会に講師を派遣します。
（２）ハトマ－クサイトの利用促進及びＰＲ（不動産近代化委員会）
ハトマ－クサイトの利用促進を図るため、広報誌等を用いてレインズや不動産
ジャパン等への同時公開機能などハトマークサイトの営業ツールとしての利点
を周知するとともに、不動産統計デ－タなど消費者にとっても有益な情報を積極
的にＰＲします。
また、支部からの要請に応じて、ハトマークサイトの研修会に講師を派遣しま
す。
（３）入会研修の実施（研修委員会）
新入会員がトラブルに巻き込まれない様、年々増加している消費者・会員等よ
り無料相談所へ寄せられる相談内容の事例紹介や具体的対応策及び、保証協会の
業務説明等を研修内容として、新入会員に対し、入会研修を全道４会場で年４回
実施します。
（４）不動産コンサルティング技能試験の実施(研修委員会)
(公財)不動産流通推進センタ－より受託する不動産コンサルティング技能試
験を、同センタ－と緊密な連携を図り、業務を適正に実施します。(別表３参照)
（５）新入会員実務セミナーの開催（企画事業委員会）
入会後５年以内に退会する会員が増加傾向にあり、その要因の一つとして、実
務経験のない新入会員等へのサポートが不十分なことが考えられます。
そこで、実務経験のない新入会員等をサポートするため、媒介実務の基礎知識
等の習得を目的としたセミナーを開催します。
又、不動産媒介を円滑に行うには、他業者との連携が不可欠であることから、
受講者同志の交流を図るため、併せてグループミーティングを実施します。
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（６）不動産ＤＩ調査の実施（企画事業委員会）
会員に対し、地価や取引件数等についてアンケートを行い、現況や先行きの見
通し等についての判断を集計してまとめることで、不動産市場動向を的確に把握
するとともに、成果物をホームページ等で公開することにより、不動産取引の参
考資料として利用していただくこと等を目的として、関係団体と共同で不動産Ｄ
Ｉ調査を実施します。
（７）入会促進活動の実施（総務委員会）
全国的な会員数や入会者の減少のため、新入会員の加入促進に努めるとともに、
入会事務処理を適正かつ迅速に行います。
（８）事務局体制の強化と職員の資質の向上（総務委員会）
本部・支部窓口業務のより一層の充実を図ります。また、事務局職員会議を
開催し、事業執行及び経理処理等について統一した事務処理体制を図ります。
（９）インタ－ネット上での情報公開の実施（総務委員会）
会員名簿、計算書類、役員名簿等をインタ－ネット上に公開し、広く一般に情
報公開を行い、協会運営の透明化・適正化に寄与します。
（10）ハトマークグループ・ビジョン(北海道版)の推進に向けた活動（総務委員会）
ハトマークグループ・ビジョン(北海道版)の推進に向けた活動を実施します。
（11）不動産キャリアパーソン講座の受講促進活動（総務委員会）
全宅連が会員企業の全従業者及び、一般消費者に受講を進めている不動産キャ
リアパーソン講座の周知活動と受講促進に努めます。
（12）他の委員会の所管に属さない事項の検討（総務委員会）
他の委員会の所管に属さない事項について、他団体等との連携を密に検討を
行います。
（13）健全な財務運営と適正な経理処理（財務委員会）
① 公益社団法人として適正に事業を実施するため、公益事業比率を遵守した
予算編成に努めます。
② 厳しい財務状況を鑑み、本部・支部経費の一部見直しを検討します。
③ 各事業の進捗状況並びに収支状況を把握し、事業費の内訳等について、規約
規定等に基づき適切に行われているかチェック体制を強化します。
④ 平成２０年会計基準に基づく適正な会計処理を実施するため、本支部役職員
間の意思統一を行い、適切な事務処理体制を図ります。このため必要に応じ各
種研修会等へ参加し、知識の向上と情報収集に努めます。
⑤ 支部予算の配賦基準、支部予算案の作成については、公益目的事業と共益事
業のバランス、透明性と公正、コンプライアンスを重視するよう、次年度の予
算編成に向けた説明会を開催します。
⑥ 必要に応じ会計事務所と連携し、適切な助言を受けます。
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（14）会員を対象にした研修会の実施（支部事業）
会員の日常業務を支援するため、宅建業に関する法令や税制等をテ－マとした
研修会を開催し、専門知識の向上に努めます。
また、会員のパソコン操作技能向上を目的にレインズやハトマ－クサイトの操
作方法等について研修会を開催します。
（15）宅建業に属さない地域貢献事業の実施（支部事業）
宅地建物取引とは関連がありませんが、地域社会に貢献することを目的とし
て、少年野球大会の実施、地域事業への協賛、献血活動、たくけんウォーク等
の地域貢献事業を実施します。
（16）支部広報誌の発行（支部事業）
支部会員に対して広報誌を発行し、活動状況等について報告します。
（17）会員交流事業の実施（支部事業）
会員相互の情報交換及び親睦交流を目的として新年交礼会や情報交流会等の
会員交流事業を実施します。
（18）関係諸団体との連携（支部事業）
関係諸団体との連携のもと、業界の資質向上に努めます。

３．会館管理事業（収１）
（１）収益事業（会館管理事業）
テナントの賃料等を財源として不動産会館の維持管理を行い、収益は公益事業
費に還元し、健全な会館管理事業を実施します。
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別表１

宅地建物取引士法定講習実施日程
開

催

日

場

所

受付期間

平成28年

平成28年
札幌市
4月27日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北4条西5丁目

４月

４日(月)
～
８日(金)

札幌市
5月11日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

４月

札幌市
6月1日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

５月１６日(月)
～
５月２０日(金)

6月29日 (水)
7月13日 (水)
7月20日 (水)

旭川市
アートホテルズ旭川
旭川市７条通６丁目
函館市
ロワジールホテル函館
函館市若松町１４―１０
帯広市
ホテル日航ノースランド帯広
帯広市西２条南１３丁目１番地
札幌市

8月31日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

9月28日 (水)

アスティ45（4階）アスティホール
札幌市中央区北4条西5丁目

６月

６日(月)
～

６月１０日(金)

８月

８日(月)
～
８月１２日(金)

札幌市
９月

５日(月)
～

９月

９日(金)

札幌市
10月26日 (水)
11月9日 (水)
12月7日 (水)
12月14日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

帯広市
ホテル日航ノースランド帯広
帯広市西２条南１３丁目１番地
旭川市
アートホテルズ旭川
旭川市７条通６丁目
函館市
ロワジールホテル函館
函館市若松町１４―１０

平成29年

１０月２４日(月)
～
１０月２８日(金)
１１月１４日(月)
～
１１月１８日(金)
平成29年

札幌市
1月25日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

2月8日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

１月１３日(金)

札幌市
3月8日 (水)

アスティ４５（４階）アスティホール
札幌市中央区北４条西５丁目

２月１３日(月)
～
２月１７日(金)

札幌市

計

１5

回

－ 8 －

開

催

１月１０日(火)
～

別表２

宅地建物取引士資格試験実施日程
期

日

業務内容

実施担当

6月3日

実施公告

不動産適正取引推進機構

7 月１日～8 月１日

試験案内の配布

宅建協会
その他

7 月 1 日～7 月 15 日

インターネット申込受付

不動産適正取引推進機構
（最終日 21：59 まで）

7 月 1 日～８月１日

郵送申込受付

宅建協会

10 月 16 日

試験（札幌、函館、苫小牧、 宅建協会
旭川、帯広、釧路）
本部・試験地支部

11 月 30 日

合格発表

本部・支部

本部

不動産適正取引推進機構
宅建協会

本部・支部

別表３
２

不動産コンサルティング技能試験実施日程
期

日

業務内容

実施担当

6 月中旬

試験案内

不動産流通推進センター
宅建協会 本部・支部

8 月上旬～9 月上旬

受験申込受付

不動産流通推進センター

11 月 20 日

試験（札幌）

宅建協会

平成 29 年 1 月中旬

合格発表

不動産流通推進センター

－ 9 －

本部

