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平成27年度の日本経済は、公示地価が全国的に上昇に転じ、新設着工戸数が90万戸
を超える等明るい話題が多かった。一方、年度末にかけては、中国経済の暗転等の影
響により株価が5年ぶりに下落し、日銀の地域経済レポートでも景気回復の鈍化が指
摘され経済の不透明感が漂い始めた一年であった。
当協会は、賃貸不動産経営管理士の国家資格化と賃貸住宅管理業者登録制度の法制
化の道筋をつけるべく、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会に
委員を派遣し、強くその必要性を主張した。結果、賃貸住宅管理業者登録制度に賃貸
不動産経営管理士の役割が明確に位置づけられるなど一定の成果が得られるまでに
なった。日本の住宅・不動産施策のあり方を位置付ける国土交通省・社会資本整備審
議会に参画。5 年ぶりに見直される住生活基本計画に対し、民間賃貸住宅の必要性に
合わせて、若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らすことができる住生活の実現を
求めた。社会が注目する民泊サービスについては、厚生労働省と観光庁の要請で民泊
サービスのあり方検討会に委員を派遣。4 月以降のサービス実施への道筋をつけた。
委員会活動においては、成果発表会の場として3年目を迎えた日管協フォーラム
2015にて17講座を用意し、借主、貸主、管理業者、社会に向けて協会活動の周知を図
った。当協会は、本年度も、賃貸住宅を取り巻く借主、貸主、管理業者（関連業者）
、地域にとって有益な事業を通じ、賃貸住宅市場環境の整備・発展に寄与する為に、
各事業に取り組んだ。
平成 27 年度事業報告は以下の通りである。

1.賃貸住宅の紛争に係る相談事業及び住替え相談事業
○借主、貸主、管理業者、地域住民等から寄せられる賃貸住宅に関係する相談に
対し、賃貸住宅管理業務に精通した相談員が助言を行った。相談内容は、家賃
収納、更新、退去精算、入居中の近隣トラブル等、賃貸住宅の入居中に関する
ものから高齢者向け賃貸住宅への住み替え、賃貸住宅管理業者登録制度等の相
談等に至るまで多様な相談を受け付けた。相談件数の総数は567件であった。

2.人材育成・教育事業
○国土交通省住生活月間を中心に9～11月の間に全国47都道府県56会場にて賃貸
住宅の住環境向上セミナーを開催。6,024名の参加者を動員。全国共通のテーマ
「大きく変わる賃貸市場と協会の最新トピックス」と各地で設定したテーマに

基づき空室改善、相続対策、市場動向等の講演を実施。
○賃貸住宅管理業界統一資格である賃貸不動産経営管理士の拡大を目的に、賃貸
不動産経営管理士講習を 7 月に東京と大阪にて実施。396 名の受講者を集め、
有資格者の拡大を図った。

3.調査・研究事業
〇民間賃貸住宅の景況感を半期毎に調査する「日管協短観」を11月に実施。
191社の会員より協力を得、賃貸住宅管理業界の変革を調査、ホームページに
公開。
〇賃貸不動産関連団体にて構成する賃貸不動産経営管理士協議会にて賃貸不動産
経営管理士の国家資格化及び賃貸住宅管理業の法制化について、有識者を交え
「国家資格化及び根拠制度検討会」を開催。国家資格化並びに法制化への賃貸
住宅管理業の意見統一を図った。
〇国土交通大臣の諮問機関として設置され、その後の10年間の住生活基本計画を
議論する社会資本整備審議会、住宅宅地分科会に参加。当協会の目指す貸主、
借主、管理業者、社会が発展できる原案を提言し、賃貸管理業界の発展に貢献。
〇国土交通省の施策への協力として民泊サービスのあり方に関する検討会、賃貸
住宅標準契約書改定検討委員会、安心賃貸政策研究会、賃貸住宅管理業者登録
制度に係る検討委員会、不動産市場国際化対応ラウンドテーブル、不動産スト
ック再生・利用推進検討会、重要事項説明のIT化会議へ委員を派遣し、意見を述
べた。
〇民法改正案の要網案の確定、「民泊」における賃借人の無断転貸、電力自由化
を受けた問題等賃貸に関する環境の変化に対応する為、標準版の賃貸借契約書
を法務委員会にて 4 年ぶりに改訂。
○協会活動や市場の動向、行政の最新動向などを周知するため、メールマガジン
を毎週配信。特に法務委員会が行っている賃貸住宅管理業務リスクと対策につ
いてのメールマガジンは、計17通配信した。
〇海外の賃貸住宅事情の実地研修を開催。実務者を対象に、米国の賃貸管理実務
を学ぶポートランド視察には、16社21名が参加（11月2日～8日）。また世界の
住宅事情を調査し、見聞を広める目的として開催した、ベトナム住宅視察には
13社15名が参加（9月28日～10月3日）。
○家賃債務保証事業やサブリース事業など賃貸住宅管理業界を取り巻く住生活関
連事業者において事業者協議会を組織し、実態調査や研究、定例会等を実施。
家賃債務保証事業者協議会においては、各社の契約書の確認及びコンプライア
ンスの向上を図った。サブリース事業者協議会においては、1月28日に京都にて
勉強会を開催、16社27名が参加。

○日本で就職を希望する外国人留学生を対象に、留学生インターンシップを実施、
25 名が修了。管理に関わる職務を遂行するとともに、日本企業での働き方や社
員との付き合い方を体験。終了後は受け入れ企業がアルバイトや正規社員とし
て留学生を雇用する等、賃貸住宅管理業界の外国人雇用の促進に寄与している。
〇法人の社宅の斡旋を行い、賃貸住宅管理業界とも密接に関わる社宅代行サービ
ス事業者を組織し、社宅サミットを実施。137社241名が参加し、賃貸住宅管理
業界の資質向上に貢献。
○上述の調査研究成果は、11 月 16 日、明治記念館にてのべ 503 社 1,733 名が参
加した日管協フォーラム 2015 にて発表した。

4.（公財）日管協預り金保証制度
○本制度に加入している管理会社に、万が一倒産が発生した場合、入居者から預
かり賃貸住宅所有者に引き渡すべき賃料等の預り金を一定限度内で保証弁済す
る「預り金保証制度」に、本年度は 16 社が加入。合計 361 社の会員の保証を引
き受けた。尚、新規保証弁済した事例はなかった。

5.相続支援コンサルタント認定登録事業
○賃貸住宅の運営・管理従事者に対して、今後必要とされる相続支援を行うため
の知識及び実務を習得させ、試験を通じて、一定以上の成績を修めた者を相続
支援コンサルタント及び上級相続支援コンサルタントとして認定登録する事
業。平成 27 年度は相続支援コンサルタント認定講習及び試験を全国 12 会場（札
幌、仙台、東京、神奈川、金沢、名古屋、京都、大阪、高松、広島、福岡、沖
縄）で実施。上級相続支援コンサルタント認定講習及び試験を全国 4 会場（仙
台、東京、大阪、福岡）で実施。相続支援コンサルタントは 326 名、上級相続
支援コンサルタントは 72 名の登録者を輩出した。

6.入退会状況
○171 社が入会し 40 社が退会した（3 月 31 日現在の会員数 1,321 社）

7.各種会議の開催
当協会としての円滑な運営のために、以下の会議を開催した。
(1) 評議員会

日程：平成27年06月04日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年03月17日 （於：本部事務局・大会議室）

(2) 理事会

日程：平成27年05月21日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年03月17日 （於：本部事務局・大会議室）

(3) 執行役員会 日程：平成27年04月02日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年04月16日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成27年05月21日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成27年06月17日 （於：明治記念館）
日程：平成27年07月16日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成27年09月03日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年09月17日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成27年10月13日

(於：本部事務局・大会議室）

日程：平成27年11月17日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成27年12月03日 （於：センチュリーロイヤル
ホテル札幌）
日程：平成28年01月21日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成28年02月04日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年02月18日 （於：全管協共済会・会議室）
日程：平成28年03月18日 （於：全管協共済会・会議室）
(4) 支部執行役員会
日程：平成27年04月15日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年05月21日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年07月16日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年09月17日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年11月17日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年01月21日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年03月17日 （於：本部事務局・大会議室）
(5) 運営協議会

日程：平成27年04月16日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年06月17日 （於：明治記念館）
日程：平成27年07月16日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年09月17日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年11月17日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年01月21日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成28年02月18日 （於：本部事務局・大会議室）

(6) 全国支部長会議
日程：平成27年04月15日 （於：本部事務局・大会議室）
日程：平成27年12月03日 （於：センチュリーロイヤル
ホテル札幌）
(7) 会員総会
日程：平成27年06月17日 （於：明治記念館）

8.委員会・研究会等
当協会の円滑な運営のために、以下の委員会・研究会等を設置。グループ化を行
い、より効率的、効果的な運営・活動を行った。
・総務行政対応グループ
(1) 総務委員会

(2)法務研究会 (3)倫理委員会

・普及啓発グループ
(4) 広報組織委員会

(5)預り金保証制度運営委員会

(6) 管理業法推進特別委員会
・研修･調査研究グループ
(7) 研修委員会

(8) レディース委員会

(10) 賃貸管理研究会

(9) 国際交流研究会

(11) 高齢者住宅研究会

(13) 日管協総合研究所

(12)相続支援研究会

(14)サブリース事業者協議会

(15) 家賃債務保証事業者協議会

9.ブロック及び支部活動
・当協会の円滑な運営のために、以下のブロック及び支部を協会内部に設置した
・主に定例会、セミナー等により貸主、借主、管理業者等の意識・資質の向上に努
め、また、協会活動の普及、啓発を行った。
(1) 北海道ブロック (北海道）
(2) 東北ブロック

(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

(3) 北関東ブロック (栃木、群馬、埼玉、新潟）
(4) 東関東ブロック (茨城、千葉）
(5) 東京ブロック

（東京）

(6) 神奈川ブロック (神奈川）
(7) 甲信ブロック

（山梨、長野）

(8) 東海ブロック

（岐阜、静岡、愛知、三重）

(9) 北陸ブロック

（富山、石川、福井）

(10)近畿ブロック

（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

(11)中国ブロック

（鳥取、島根、岡山、広島、山口）

(12)四国ブロック

（徳島、香川、愛媛、高知）

(13)九州ブロック

（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）

(14)沖縄ブロック （沖縄）

平成 27 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が
存在しないので作成しない。
平成 28 年 6 月
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

