平成28年度事業計画
自
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至
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平成27年度の日本経済は、有効求人倍率が1倍超の高い数値を示し、訪日外国人が
1,900万人を超え外国人の旺盛な購買意欲が消費を押し上げるなど、日本経済に明る
い兆しが見える。不動産市場においても、公示地価は多くの地点で上昇し、新設着工
戸数が90万戸を超える等、消費増税の市況悪化を感じさせない状況となった。
平成28年度、賃貸住宅市場は大きな転換期を迎える。住生活基本計画は、5年ぶり
に見直され、「居住者からの視点」、「住宅ストックからの視点」、「産業・地域からの
視点」からの3つの視点から目標がたてられた。賃貸住宅においても同様の視点から
の検討が求められる。
「民泊サービス」は近隣住民とのトラブル等を防ぐために、本
人確認、無断転貸の禁止等の一定の要件の確保を前提に、旅館業法の「簡易宿所」と
しての枠組みを活用し開始する。重要事項説明等のＩＴ化を見据えた社会実験は1年
が経過し、いよいよ本格施行が視野に入ってきた。借主の利便性を重視した本取組み
は、生活基盤に応じて気軽に住替えられるという賃貸住宅の魅力を後押しする効果が
期待される。
当協会は、日管協ビジョンを実現し、借主に対して良質な住宅を提供する為、平成
28年度末までに賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資格化の道
筋をつけるべく賃貸不動産関連団体と意見統一を行う。貸主の高齢化に伴い、賃貸住
宅が相続される事例が増加しているが、そうした際にも借主が安心して住み続けられ
る仕組みの検討・普及を図る。会員拡大にも注力し、管理の行き届いた質の高い賃貸
住宅を増やすことで、借主に安心・安全・快適な住環境を提供する。外国人居住者の
増加、高齢化社会の進行、障害者差別解消法の施行など、住宅確保要配慮者への入居
円滑化の為に、行政の施策に合わせて、関連する研究会を統合し、賃貸住宅の新たな
貸し方へ対応する。同時に賃貸住宅の長寿命化、収支管理、バリューアップ等を研究
し、ストック社会における賃貸住宅管理のあるべき姿を追求する。
当協会は公益法人に求められる社会的責任に則り、公平・公正かつ健全な賃貸住宅
管理業の確立と普及推進を通じて、賃貸住宅市場の整備と発展を図り、豊かな国民生
活の実現に寄与するため、各事業に取り組んでいく。
平成 28 年度の重点的な取り組み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、行政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う。相談は無料で
、原則としてメールまたは書面で受付け、電話で回答する。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
ものが主ではあるが、高齢者向け賃貸住宅への住み替え、賃貸借契約書の条文
等の相談にも積極的に応じる。相談結果は、相談者属性、内容種別等を分析、
必要に応じて当協会会員にフィードバックする。
○国土交通省告示の賃貸住宅管理業者登録制度に関し、登録事業者の支援及び未
登録事業者の登録支援等に応じ、登録制度の普及に貢献する。

2.人材育成・教育事業
○賃貸住宅管理に関する高度な知識や技能の習得を目指し、賃貸住宅の運営・管
理従事者向けに研修会を実施する。研修テーマは、賃貸管理実務能力の向上支
援に関する事項、法律改正や最新判例等その時々で必要とされる事項、相続を
始めとする今後必要とされる事項等多岐にわたる。
○外国人の賃貸住宅への入居支援を目的としたセミナーを実施し、外国人居住の
安定化を図る。
○国土交通省住生活月間を中心に9～11月の間に全国47都道府県において賃貸住
宅の住環境向上セミナーの開催（主に貸主を対象に行政の施策や市場動向の共
通演題と各地で個別演題を設け、地域に適した最新の情報提供を行う）。
○外国人の学生で賃貸住宅管理業界に就職希望や興味を抱いている学生を対象
に会員企業にて一定期間インターンシップを実施することで賃貸住宅管理業界
としてのグローバル社会への適応を図る。
○賃貸不動産経営管理士の拡大を目的に、東京と大阪にて講習会を実施する。
○女性の活躍推進を図るため、管理会社で働く女性を協会として表彰し、その支
援をする。

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」や全国一律に同じ基
準で計算された賃料等の金額を表示する「めやす賃料表示」、賃貸住宅市場に
関する実態調査を行う。
〇国土交通省より住宅確保要配慮者の居住の安定確保の為、家賃債務保証事業者
の実態調査の分析、研究を行う。
○賃貸住宅管理業における業務リスクの調査や研究を行い、定期的にメールマガ

ジン等を通じて情報提供を行う。
○サブリース原賃貸借契約書等の契約書関係を現在の法令や賃貸住宅事情に照ら
し、最新の状態に改訂を行う。
○マイナンバー法の施行に伴い、管理会社が関わる部分の整理や関連する書式の
作成を行い、情報提供を行う。
○賃貸住宅管理業者登録制度、ITを活用した重要事項説明等のあり方や「民泊」
の施策に対する賃貸住宅管理業界への影響、障害者差別解消法や住生活基本計
画等、国土交通省を始めとする行政の取組みへ会議等を通じて助言や研究を連
携して行い、施策の普及啓発に注力する。
○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他の専門
事業分野において事業者協議会を組織し、実態調査や研究を行う。
○国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度の普及、賃貸住宅管理業の法制化と賃
貸不動産経営管理士の国家資格化について研究、推進する。
○各都道府県ならびに政令指定都市が主体となって行う居住支援協議会と連携を
図る。
○外国人、高齢者、障害者等の住宅確保要配慮者の入居円滑化をはかるため、各
種入居支援ツールの作成を行う。
○女性の仕事と育児の両立の為、管理会社で働く女性の実態調査と研究を行う。
○管理会社が管理する賃貸住宅の長寿命化、収支管理、バリューアップ等の研究
を行い、ストック社会における賃貸住宅管理のあるべき姿を追求する
○社宅代行サービス事業者を組織化し、法人借主、貸主、賃貸住宅管理会社の 3
者にとって有意義な賃貸住宅のあり方を研究する。
○調査研究成果は、リニューアル予定の広報紙で貸主・借主等に広く周知するほ
か、各種定例会やホームページ、
「日管協フォーラム」にて実施する研究発表会
等を通じて、広く普及を図る。

4.預り金保証制度
本制度に加入している管理会社に対し、経営状態の厳正な審査を行い、健全経
営の信用を付与する。また、万が一、加入者に倒産が発生した場合、入居者から
賃貸住宅所有者に引き渡すべき預り賃料等を一定限度内で保証弁済する本制度
の適正な運営を行う。4 月と 10 月の年 2 回申込を受付ける。

5.相続支援コンサルタント認定登録事業
賃貸住宅管理の対象となっている居住中の賃貸住宅において相続が発生した場
合、借主が安心して住み続けることができない事態が生じる可能性がでてくる。

そうした事態を防ぐために、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 28 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 11 会場（仙台、東京、横浜、名古屋、金沢、京都、大阪、高松、岡山、福
岡、沖縄）で実施（定員総数 430 名）。上級相続支援コンサルタント認定講習及び
試験を全国 3 会場（東京、大阪、福岡）で実施（定員総数 90 名）。いずれの講習
も 9 月開始、翌年 5 月度実施予定の試験を通じて、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。

6.組織拡大
借主に安心な住生活を提供するためには、質の高い賃貸住宅管理業の普及・促
進を図ることが不可欠であるとの観点から、平成 29 年度末までに会員数を 1,500
社に増加させる積極的な会員拡大を実施する。また、既存の会員においても、退
会防止の為、様々な施策を検討する。

7.重点研究テーマ
（1）賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資格化への取組み
（2）賃貸住宅管理業の普及の為の広報強化
（3）賃貸住宅管理業の資質向上の為の管理従業者育成
（4）賃貸住宅の新たな貸し方への対応
（5）資産管理業への管理の領域拡大

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

(2) 理事会

(3) 執行役員会

(4) 支部執行役員会

(5) 運営協議会

(6) 全国支部長会議

(7) 会員総会

9.委員会・研究会
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・活動を行う。
・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) あんしん居住研究会

(11) 相続支援研究会

(13) サブリース事業者協議会

(12) 日管協総合研究所

(14) 家賃債務保証事業者協議会

10.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する。
・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、啓発を行う。
(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）

（参考）委員会等の主な所管事業
組 織
事業内容
・法人運営全般（総務、財務全般）
・本部事務局の運営
・理事会等の本部主要会議の運営
・会員総会の運営
・協会活動功労賞の運営
総務委員会
・住まいのしおりの作成・普及
・賃貸住宅管理業賠償責任保険の普及
・行政等への政策提言、研究会への協力
・米国賃貸管理業視察研修会
・社宅代行サービス事業者組織の運営
・管理会社向けのマイナンバー対応
法務委員会
・サブリース原賃貸借契約書の改訂
倫理委員会
・会員の懲戒等
・会員拡大と退会防止策の検討
広報組織委員会
・日管協TODAYの発行
・報道関係の対応
預り金保証制度
・日管協預り金保証制度の運営
運営委員会
・ブロック・支部活動全般の支援
支部執行役員会
・賃貸住宅の住環境向上セミナーの運営
・全国支部長会議の運営
・「日管協フォーラム 2016」の運営
研修委員会
・賃貸管理業務マニュアルの策定
・ワーキングウーマン2016
・行政との座談会
レディース委員会
・ブロック・支部の活動支援
・全国大会
・JPM留学生インターンシップ事業の運営
・外国人の入居支援・セミナー開催
・民泊サービスの研究
あんしん居住研究会
・標準賃貸借契約書の翻訳
・賃貸物件の空室対策としての高齢者入居促進策の研究
・ベンチマーク視察研修会
・賃貸住宅の長寿命化、収支管理、バリューアップ等の研究
賃貸管理研究会
・「めやす賃料表示」の管理
・相続支援コンサルタント認定
相続支援研究会
・相続支援コンサルタント有資格者の支援
・相談事業及び相談事業の拡充
・日管協短観の政策及び公開
日管協総合研究所
・賃貸管理業と新しいビジネスモデルについての研究
・サブリース事業者の業務リスクの研究
サブリース
・サブリース事業者協議会の会員拡大
事業者協議会
家賃債務保証事業者 ・家賃債務保証事業のあり方研究

・民法改正に対する家賃債務保証事業者の対応の研究
・家賃債務保証に関する相談・苦情処理
・賃貸住宅管理業者登録制度の普及
管理業法推進
・賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資
特別委員会
格化への研究
賃貸不動産経営管理 ・賃貸不動産経営管理士の資格運営
・賃貸不動産経営管理士の国家資格化の推進
士協議会
協議会

ブロック（一部支部を含む）の主な事業
ブロック
事業計画
・ブロック会員総会
・賃貸住宅の住環境向上セミナーの運営
ブロック共通事業
・会員拡大
・定例会、役員会、移動役員会（7 回）
・実務者勉強会（5 回）
・賃貸管理ビジネスセミナー（8 回）
・税制セミナー
北海道ブロック
・ポータルサイト勉強会（8 回）
・駆けつけサービス「安心サービス 24」勉強会（5 回）
・賃貸借契約書勉強会（1 回）
・札幌市・北海道警察、同庁との勉強会（数回）
東北ブロック

北関東ブロック

東関東ブロック
北陸ブロック

東京ブロック

・定例会、新年例会、ブロック役員会
・支部役員会
・定例会（経営者向けセミナー）（4 回）、役員会
・リーシング委員会（7 回）
・賃貸管理委員会（6 回）
・ホームページ運営
・定例会（3回）、役員会
・運営協議会（支部役員会）（4回）
・若手実務情報交換会
・定例会、役員会
・ベンチマーキング
・定例会、新年会、役員会
・東京都支部通信
・ホームページ運営
・新人若手社員研修
・日管協フォーラム 2016 の講座開催
・空室管理研究会
・特別会員サービス委員会
・東京ブロックレディース委員会
・ＩＴ研究会（5 回）
・業務研究会（4 回）
・障がい者の民間賃貸住宅研究会
・東京ブロック広報組織委員会
・ＪＰＭ夢の賃貸住宅学生コンテスト

・定例会（4 回）、新年例会、役員会（10 回）
・神奈川県居住支援協議会
・高齢者等住宅相談事業
・外国人居住支援ネットワーク
・ＮＰＯ法人かながわ外国人すまいサポートセンター
・定例会、新年会、忘年会、役員会
・移動研修会
・定例会（4 回）、役員会
・ブロック幹事会（8 回）
・日管きんき発行
・賃貸住宅管理業務成果発表大会
・ソフトボール大会（秋季）

神奈川ブロック

甲信ブロック
東海ブロック

近畿ブロック

中国ブロック
四国ブロック

九州ブロック

沖縄ブロック

各支
部
京都
府
大阪
府
兵庫
県

・研修会、賀詞交歓会、納涼会、役員会、委員会、部会
・すまいよろず相談（京都市受託）
・市民相談事業
・Osaka あんしん住まい推進協議会
・2016 賃貸住宅フェア大阪
・ひょうご地域安全まちづくり推進協議会
・フェニックス共済会推進会議（兵庫県住宅再建共済制度）
・定例会、役員会（5 回）
・実務者勉強会（4 回）
・定例会（4 回）、役員会（4 回）
・レディース委員会
・定例会（4 回）、役員会（6 回）
・レディース委員会（3 回）
・マンスリー研究会
・福岡市適正住宅調査情報提供事業
・定例会・新年例会（4 回）、役員会（12 回）
・賃貸管理研究委員会
・空室対策研究委員会
・相続支援研究委員会
・沖縄県居住支援協議会参加

以

上

