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一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日）  
 

昨年は中国国内で発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の

影響を受け、日本国内では海外からの入国規制や緊急事態宣言に伴う外出自

粛・飲食店の時短営業など、社会経済に甚大な影響が生じる未曾有の危機に直

面しました。２月から国内でもコロナワクチンの接種が始まったとはいえ、収

束の目途はいまだ見通すことができない状況にあります。 

また、建設・不動産業界ではコロナによる社会構造の変化に伴う在宅ワーク

やオンラインによる物件案内など、生活様式の変化を踏まえた営業活動が新た

に生まれるなど社会環境も大きく変わりました。 

こうした中、当協議会は消費者が安心で安全な不動産取引が行われるように、

「不動産表示に関する公正競争規約」及び「景品類の提供に関する公正競争規

約」の周知と適正な運用をすることにより不当な顧客誘引を防止し、一般消費

者の自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的

に活動を本年度も実施いたします。 

以下具体的な事業計画案を記載します。 

 
１ 総務及び相談事業  

(1) 賛助会員の拡大 

引き続き広告会社等に対し賛助会員への加入を促進します。本年度は道

内の未加入の広告代理店やポータルサイトに対し、当協議会の活動を理解

していただくため広報紙等の配布を行い積極的な加入促進を行います。 

 
(2) 広告の事前相談及び事前確認体制の拡充 

会員事業者、賛助会員等からの広告の制作に係る事前相談・事前確認を

積極的に行い、公正競争規約違反行為の未然防止と広告表示の適正化に努

めます。 

 
(3) 協議会のホームページの活用 

協議会のホームページを活用し、表示規約、景品規約に違反する広告表

示の防止を図るとともに、ホームページを通じ、啓蒙活動を行います。ま

た、当協議会の事業・活動内容についても積極的に行います。  
 
(4) 事務所経費の節減 

事務職員で対応できる業務は、極力委託をせず経費の削減に努めます。 
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２ 調査指導事業  
(1) 不動産広告の内容確認 

札幌市内・近郊は事務局職員による広告収集・調査を行い、他の地域に

おいては各団体の役員、調査員、職員、加盟会員等から情報提供により新

聞・雑誌・地域情報誌等広告物の広告確認を行います。 

 
(2) 規約違反事案の迅速な処理 

広告物に公正競争規約違反があった場合には、すみやかに措置を行い、

違反行為の再発防止に努めます。 

 
(3) 公正競争規約に基づく措置 

悪質、重大な違反行為については、公正競争規約に基づき、調査指導委

員会や理事会で審議し、警告、厳重警告を行うなど、公正かつ厳正な措置

を講じます。  
 

(4) インターネット広告への対応 

不動産情報サイトや加盟事業者のホームページにおいて、契約済み物 

件等を掲載する「おとり広告」など、規約に違反する広告が増加傾向にあ

ることから、注意喚起を研修会や広報紙を通じ行うとともに監視を強め、

規約に違反する加盟事業者に対し、積極的に措置を講じます。 

 
(5) 関係官庁からの移送事案の処理 

関係官庁からの会員事業者の違反広告に対する調査指導の要請を受けた

ときは、すみやかに実施し、その結果を関係官庁に報告します。  
 

(6) 関係官公庁との連携 

不動産広告の適正化及び不動産業における取引の公正化を一層推進する

ため、消費者庁及び北海道庁建設部建築指導課をはじめ、不動産公正取引

協議会連合会、全国公正取引協議会連合会との密接な連携を図り、円滑な

業務の遂行を図ります。 

 
３ 広報活動事業  

(1) 広報誌の発行及び配布 

当協議会の事業内容や規約改正などの情報提供及び「おとり広告」の注

意喚起や賛助会員の加入促進等のため、広報紙「公取協 第７８号」を発

行します。 

 
(2) 新規免許業者への規約等書籍の配布 

各団体を通じ「不動産の公正競争規約」等を新規免許業者に配布し、適

正な規約の運用に努めます。 
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(3) 周知用「公取協パンフレット」の活用 

当協議会の役割を周知するためパンフレットを活用し、当協議会の理解

に役立てます。 

 
(4) 一般消費者への啓蒙 

一般消費者からの相談、苦情等についても必要に応じ適切な処理と関係

団体への連絡を行います。  
 

(5) ホームページの積極的活用 

当協議会オリジナルホームページを積極的に活用し、当協議会のニュー

スを発信し周知ＰＲに努めます。 

 
４ 研修事業  

(1) 構成団体開催の研修会への講師派遣 

構成団体の開催する新入会員研修及び業務研修会に講師を派遣し、相談

事例、表示・景品規約の説明など公正競争規約の周知徹底を図ります。 

 
(2) 賛助会員に対する研修会の実施 

規約の内容の理解を深めるため賛助会員及び会員宅建業者広告作成担当

者の研修会を実施します。 

 
(3) 関係官庁等会議への参加 

消費者庁及び道庁建築指導課主催の会議へ参加し、各団体との意見交換

を行い、得られた各種情報等を公正競争規約の運用に役立てます。 

 
(4) 全国会議への参加 

表示及び景品規約の解釈を深め、全国的な情報を把握するため、連合会

幹事会等に出席します。 
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東北地区不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画  

 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

日本で、世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、その不安は

暮らしやビジネスを大きく変えていますが、経済活動などが著しく制限される

なかにあっても、多様化するニーズに応えるかたちで不動産市場は比較的堅調

に推移しているようです。 

今年度、当協議会の組織運営及び各種事業内容等に特段変更点はなく、例年

通りの計画・予算を策定しておりますが、当協議会事務局の持ち回りが一巡し

ており、この年度を持ち終了します。安定した協議会運営を維持するため、事

務局のあり方などについて結論を得て参ります。 

昨年度同様、感染症拡大防止の観点から、事業内容等が変更になることも予

想されますが、引き続き公正競争規約の遵守啓発活動を通じ、業界の信頼向上

に繋がるよう取り組んで参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

１ 公正競争規約違反の未然防止 

(1) 講師育成及び調査員、公正競争規約担当者に対する実務研修会の開催 

例年、日常的に構成団体所属会員、賛助会員、広告会社等からの広告に

関する事前相談を受ける窓口となる構成団体の調査員や公正競争規約担当

事務局職員を対象として研修会を開催しているが、さらに構成団体におい

て公正競争規約に関する研修会の講師を務められる人材を育成することが

求められているので、そのための研修会を開催する。講習時間、内容を工

夫し、構成団体において担当役職員が公正競争規約の普及、周知徹底がで

きるよう業務知識の更なる習得を図ることとします。 

 

(2) 事前相談業務の実施 

当協議会及び構成団体の役職員が、所属会員、賛助会員、広告会社等か

らの不動産広告の制作・企画等に関する事前相談業務を適正かつ公正に行

い、公正競争規約違反広告の未然防止に努めます。 

 

(3) インターネット広告への対応 

インターネットによる広告表示についても、他の媒体同様、おとり広告

や不当表示の未然防止に努めます。 
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２ 公正競争規約の普及活動 

(1) 加盟事業者に対する研修会の開催 

構成団体において、所属会員を対象とした「不動産の公正競争規約」に

関する研修会を開催し、公正競争規約の周知徹底に努めます。 

 

(2) ホームページにおける広報活動 

不動産公正取引協議会連合会のホームページにおいて、協議会の活動状

況について広く一般消費者に対する広報活動に努めるほか、公正競争規約

を掲載し広く一般に対し周知を図ります。 

 

(3) 公正表示ステッカーの頒布 

当協議会の加盟事業者の証として「公正表示ステッカー」を頒布し、引

続き構成団体の会員事業所の店頭における掲示を促進することにより、事

業者のコンプライアンス意識の向上に努めます。 

 

(4) 賛助会員の入会促進及び周知 

不動産広告の適正な表示を徹底するためには、不動産広告を企画・制作

する広告会社等の理解と協力が不可欠であることから、引き続き広告会社

等に対し、賛助会員としての入会促進を図るとともに、構成団体に対し加

盟事業者に賛助会員名簿を配布するなどして周知を図り、なるべく賛助会

員となっている広告会社を利用するよう呼びかけを依頼します。 

 

(5) 公正競争規約 

「不動産の公正競争規約」について、不動産公正取引協議会連合会のホ

ームページを活用し、その普及に努めます。 

 

３ 公正競争規約の遵守状況調査 

９月を不動産広告の調査月間と定め、構成団体の調査員による調査・審査

を行い、不動産広告の適正化に努めます。 

 

４ 公正競争規約違反案件の指導及び是正措置 

(1) 公正競争規約違反案件の受付と調査及び措置 

「違反調査及び措置の手続等に関する規則」「運営規程」「違反調査等事

務処理規程」に基づき、違反案件について円滑な対応を図ります。 

 

(2) 移送事案等の処理 

消費者庁、公正取引委員会、都道府県他関係官庁等からの移送事案、一

般消費者等からの申告事案については、構成団体（地区調査指導委員会）

の協力を得ながら、迅速な対応を図ります。 
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５ 関係官庁及び関係団体との連携 

当協議会の事業活動を円滑に遂行するため、引き続き消費者庁、公正取引

委員会、国土交通省、東北６県の景品表示法・宅地建物取引業法の所管課と

の連携を図ります。 

さらに、不動産公正取引協議会連合会、一般社団法人全国公正取引協議会

連合会とも各種会議を通じて業務の関係強化に努めます。 

 

６ 当協議会事務局のあり方の検討 

安定した協議会運営を維持するため、事務局のあり方などについて結論を

得ます。 
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公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 

２０２１年度 事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 
新型コロナウイルスによる感染が未だ収束しない状況下であり、不動産業界もその影響

を受けているものの、当協議会は、引き続き、不動産の表示に関する公正競争規約（以

下、「表示規約」という。）及び不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規

約（以下、「景品規約」という。また、これらの公正競争規約を総称して「規約」とい

う。）を円滑、効果的に運用することにより、加盟事業者による不当な顧客の誘引を防止

し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目

的として、一般消費者に対する適正な不動産情報の提供の推進、不動産広告に対する信頼

の向上及び不動産取引の公正化を図るため、公正取引委員会、消費者庁、国土交通省をは

じめ関係行政機関の指導のもと、正会員、賛助会員、関係団体等と緊密に連携し、公正・

中立な運用機関として、規約の積極的な普及と適正な執行及び広告表示の適正化を主体と

して、以下の事業を展開するとともに、当協議会が主催する会議及び研修会は、オンライ

ン方式を積極的に活用するとともに、正会員、加盟事業者等が主催する研修会等への講師

派遣もオンラインで対応することが可能であることを周知していく。 

 

Ⅰ 表示規約の変更 
 

当協議会は、表示規約変更案を２０１８年３月開催の理事会で承認するとともに、不

動産公正取引協議会連合会の事務局として、２０１８年４月、消費者庁表示対策課に事

前説明を行い、以降、同課の指導を仰いでいるところであるが、未だに回答を得られて

いない。 

本年度開催予定の同連合会総会において承認を得て、速やかに、公正取引委員会及び

消費者庁へ変更の申請が行えるよう努める。 

 

Ⅱ 賛助会員への新規入会の促進 
 

規約を効率的に運用し、不動産広告の適正化を一層推進するためには、広告会社、不

動産情報サイト運営会社、業界専門誌発行会社等の理解と協力が不可欠であり、当協議

会の活動への支援者を増やす必要があることから、未加入の広告会社、不動産情報サイ

ト運営会社等に賛助会員への入会を積極的に働きかける。 
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Ⅲ 規約の普及啓発 
 

１ 加盟事業者、賛助会員等に対する普及啓発 

(1) 規約の周知徹底 

加盟事業者に対し、規約を理解・遵守した上で適正な広告表示を行うよう一層

の周知徹底に努めるとともに、不動産取引の表示に関与する賛助会員をはじめと

する広告会社等に対し、規約を理解し、加盟事業者から依頼された広告表示を適

正に制作すること及び加盟事業者の広告表示が適正なものとなるよう誘導してい

ただくことを積極的に働きかける。 

また、正会員、関係団体、加盟事業者等が発行する会報誌、社内報等に規約に

関する解説等の掲載を依頼するとともに、「不動産の公正競争規約」、「不動産広告

ハンドブック」等の冊子を配布又は頒布するなどして、規約違反の未然防止に努

める。 

 

(2) 新規加盟事業者への啓蒙 

正会員の要請に応じて、引き続き、正会員への新規入会事業者のための「広告

基準等の習得ツール」（「公取協案内」、「不動産の公正競争規約」、「不動産広告ハ

ンドブック」、「おとり広告ガイドライン」及び「公正表示ステッカー」の５点）

を頒布するなどして、規約の周知徹底を図る。 

 

(3) 規約研修会の開催及び講師派遣 

① 賛助会員に対する規約研修会を適宜、開催し、そのうち１回は、新入社員

等、不動産広告の実務経験が浅い社員を対象とする。 
また、規約に対する理解を一層高めるため、研修終了後に効果測定のテスト

を実施する。 
② 過去３年以内に違約金課徴又は厳重警告の措置を講じた加盟事業者を対象

に、特にインターネットによる違反が多いことからポータルサイト広告適正化

部会と連携して規約研修会を開催し、規約違反の再発防止に努める。 

また、再び、規約に違反することがないよう、研修終了後に効果測定のテス

トを実施する。 

③ 正会員、加盟事業者、関係団体等が実施する研修会等において規約の内容を

説明する機会を設けていただくとともに、加盟事業者だけでなく一般消費者も

受講できるよう依頼し、これらに協力するため積極的に講師を派遣する。 
 

(4) 不動産広告管理者認定試験の開催 

規約に精通した不動産広告の企画、制作、管理業務に従事する人材の養成に資す

ることを目的として、賛助会員の役員・社員等を対象とする不動産広告管理者認定

試験を２回開催し、所定の成績を修めた受講者には「合格証書」及び「不動産広告

管理者認定証」を交付する。 
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なお、本試験は、改正作業中の表示規約の内容を盛り込むことを予定しているた

め、その開催の可否については、表示規約の変更の進捗状況により判断する。 
 

(5) 業界専門誌、不動産情報サイト等の記事又は広告による規約遵守の働きかけ 

業界専門誌、不動産情報サイト等に対して、規約の概要、規約を加盟事業者等

が遵守することの必要性等に関する記事掲載依頼を行うほか、加盟事業者が規約

を遵守するよう呼びかける広告を掲載し、その啓発に努める。 

 

(6) 公正表示ステッカーの頒布 

規約に参加している加盟事業者の証としての「公正表示ステッカー」を頒布

し、引き続き、加盟事業者の店頭における掲示を促進することにより、加盟事業

者のコンプライアンス意識の常態化を図る。 

 

２ 一般消費者に対する普及啓発 

(1) 一般消費者向けリーフレット「不動産広告あらかると」を消費者庁、独立行政法

人国民生活センター、地区内の都県、市区町村の消費生活センター、消費者団

体、正会員等の協力を得て、適宜、一般消費者に配布していただき、一般消費者

が安心して不動産取引を行えるよう啓発する。 

 

(2) 当協議会が行っている規約の普及啓発及び執行について知っていただき、安心し

て不動産取引が行えるよう、独立行政法人国民生活センターや地区内の都県、市

区町村の消費生活センター、一般社団法人全国公正取引協議会連合会、消費者団

体、正会員等が開催する各種の催事・会合において、規約の内容等を啓発する機

会がいただけるよう努める。 
 

(3) 不動産情報サイト、地区内の消費者団体の機関紙、地方自治体の広報誌等に広告

を掲載し、規約の内容や当協議会の活動内容等を紹介するなどにより、一般消費

者が安心して不動産取引が行えるよう努める。 

 

３ ホームページ、会報誌等を用いた普及啓発 

(1) ホームページにおける広報 

ホームページにおいて、引き続き、当協議会の活動状況、不動産広告の見方等

を掲載し、適宜、新しい相談事例、違反事例を追加するなどして、加盟事業者、

広告会社、一般消費者等に対して規約や当協議会の活動状況の周知を図る。 

 

(2) 「公取協通信」の発行 

規約の違反事例や相談事例、業務概況等の情報を迅速に提供するため、引き続

き「公取協通信」を発行し、正会員、加盟事業者、広告会社、一般消費者等に対

し、規約や当協議会の活動に対して理解を深めていただけるよう努める。 
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４ 表示規約の変更への対応 

前記のとおり、表示規約変更案について本年度の不動産公正取引協議会連合会の

総会に上程できるよう努めるものであるが、同時に、当該総会で承認を得て公正取引

委員会及び消費者庁に変更申請ができた場合には、正会員、加盟事業者及び賛助会員

等への変更表示規約の普及啓発を速やかに行えるよう、不動産業界誌への広告掲載、

インターネットへのバナー広告の掲載等も含め、その準備に努める。 

 

Ⅳ 規約に関する相談及び違反の未然防止 
 

１ 事前相談業務の拡充 

不動産広告及び景品提供を企画する加盟事業者、広告会社等からの相談に積極的

かつ懇切丁寧に対応するとともに、加盟事業者が規約に違反する表示を行わないよ

う、規約の周知並びに違反表示の未然防止に努める。 
また、一般消費者、消費者団体などからの不動産広告に関する相談・苦情にも同

様に対応する。 
 

２ 「公正競争規約指導員」の委嘱 

規約違反行為の未然防止を図るため、引き続き、正会員に対し、その役員等を

「公正競争規約指導員」として委嘱するための講座の開催を依頼し、その講師を務

める。 
 

３ 不動産情報サイト運営会社等に対する事情聴取会への立会い等の協力依頼 

事情聴取会に不動産情報サイト運営会社等の広告媒体や広告制作に関係した広告

会社等に立会いを求め、加盟事業者に対する規約遵守への働きかけを依頼し、規約違

反の未然防止に努める。 

 

４ 不動産違反広告物に関する連絡会への参加 

正会員の不動産広告に対する自主規制委員会等の活動と連携して、相互にその活

動を支援し、特定の課題に歩調を合わせて取り組むなど、自主規制の実効性をより高

めるため、同連絡会へ参加する。 

 

Ⅴ 規約違反に対する調査及び措置 
 

１ 規約に基づく公正・公平・厳正な措置 

加盟事業者、一般消費者等からの申告及び関係行政機関からの情報提供などによ

る規約違反の疑いがある事案については、書面調査、実地照合調査をはじめとする調

査を適正かつ慎重に行い、その結果、違反の程度が軽微な事案に対しては、事務局に

おいて注意又は警告の措置を講じ（専決処理）、違反の程度が重大であると思料され

る事案に対しては事情聴取を行った後、理事会において違約金を賦課する等の措置を

10



決定し、また、一般消費者の誤認を排除するために、特に必要があると認められると

きは、事業者名や違反内容を公表することを含む公正・公平・厳正な措置を講じる。 
なお、異議の申立てがあった場合は、その内容を慎重に審理するなど適正に対処

する。 
 

２ インターネット広告の適正化 

(1) 能動調査の強化 

申告、情報提供等で寄せられる事案を迅速に処理するとともに、以下の能動的

調査を実施し、一層の適正化に努める。 

① ポータルサイト広告適正化部会のメンバー４社（アットホーム株式会社、株

式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、株式会社ＬＩＦＵＬＬ及び株式会社リクルート住まい

カンパニー）が運営する不動産情報サイトに掲載されている広告の一斉調査

を、メンバー各社に調査の一部を委託し、これまで賃貸物件を主体に行ってき

たが、本年度は売買物件についても拡充し、より一層の強化を図る。 
② 過去に表示規約に違反し、厳重警告以上の措置を講じた加盟事業者に対して

広告表示の点検を主とした調査を実施する。 

③ 景品規約に違反する過大な景品類の提供企画が散見されているため、一斉調

査を実施する。 

 

(2) 掲載停止施策への参画の働きかけ 

「おとり広告」等の違反広告の撲滅を強力に推進するために、違約金課徴の措

置を講じた加盟事業者に対して、下表の９サイトと連携し、最低１か月以上の掲

載停止の処分を実施しているところであるが、これら以外の不動産情報サイト運

営会社に対しても、趣旨を説明し同様の対応を採るよう積極的に働きかける。 

 

【表】掲載停止実施サイト一覧（開始時期順） 

№ サイト名 運営会社・団体 開始時期 

１ ａｔ ｈｏｍｅ アットホーム(株) 

2017 年 1月 
２ ＣＨＩＮＴＡＩ (株)ＣＨＩＮＴＡＩ 

３ ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ'Ｓ (株)ＬＩＦＵＬＬ 

４ ＳＵＵＭＯ (株)リクルート住まいカンパニー 

５ ヤフー不動産 ヤフー(株) 2017 年 4月 

６ ラビーネット不動産 (公社)全日本不動産協会 2017 年 10月 

７ 健美家 健美家(株) 
2017 年 11月 

８ スマイティ (株)カカクコム 

９ ハトマークサイト (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 2017 年 12月 
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３ 屋外広告物の掲出是正 

屋外広告物法等に違反する違法な屋外広告物を掲出することは、不動産業界全体

の信用を失墜させることから、これを掲出しないよう正会員と連携をとりつつ啓発に

努めるとともに、規約に違反する広告表示については、厳正な措置を講じる。 
 
Ⅵ 不動産広告の適正化を推進するための会議等の開催及び関係行政

機関等との連携 
 

１ 以下の会議を適宜、開催する。 

(1) 正会員事務局長連絡会議 

(2) ポータルサイト広告適正化部会及び同部会ワーキンググループ 

(3) 不動産広告懇談会 

 

２ 消費者庁、公正取引委員会、国土交通省、各都県、一般社団法人全国公正取引協議

会連合会、一般財団法人不動産適正取引推進機構、公益財団法人東日本不動産流通機

構、公益財団法人不動産流通推進センター、公益社団法人日本広告審査機構、公益財

団法人広告審査協会等と密接な連携を図り、円滑な業務の遂行を確保するとともに、

相互に連携・協力して業務を遂行する。 

 

Ⅶ 不動産公正取引協議会連合会との連携 
 

１ 当協議会は、不動産公正取引協議会連合会の事務局として、規約の解釈及び運用の統

一を図り、不動産広告の適正化を推進する等の同連合会の事業に積極的に参画し、同連

合会の会員協議会（当協議会を含む、全国９地区の不動産公正取引協議会）と連携し

て、その円滑な業務の遂行を確保するとともに、公正取引委員会、消費者庁、国土交通

省等と会員協議会との窓口を務めるなどにより、規約の公正・適正な運用に努める。 
 
２ 昨年度の同連合会第１回理事会において、会員協議会の持ち回り方式による通常総

会の開催を廃止し、当協議会が主催のうえ、東京にて開催することが決定したため、

当該総会の準備等に努める。 

 

Ⅷ 当協議会の体制整備等 
 

１ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の関係法令等に照らし、諸規程

の規定ぶりに齟齬等がないかどうか、不断の見直しを行っていくこととする。 

 

２ 会計処理機能を強化するため、外部の税理士又は公認会計士と顧問契約を締結する

こととする。 
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３ 職員の不動産広告関連法規等の専門知識向上を図るため、関係官庁、関係団体、不

動産業界誌発行会社等が主催するセミナー等に積極的に参加させる。 

 

４ 事務局内における新型コロナウイルスによる感染症を未然に防止するために必要と

される施策を実施する。 
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北陸不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

依然として続くコロナ禍により、リモート等の非対面による手法の需要増な

ど、取引そのもののあり方が変わり、広告手段についてもＳＮＳへの掲載等ウ

ェブを利用した掲出が増加している。 

このような状況の中、当協議会では、不動産公正取引協議会連合会及び他地区

協議会と連携し、一般消費者に対する適正かつ公正な不動産情報の提供及び不動

産広告に対する信頼性の向上並びに不動産取引の活性化を図ることを目的に据え、

不動産の表示に関する公正競争規約及び不動産業における景品類の提供の制限に

関する公正競争規約の積極的な普及啓発及び会員事業者の一助となる事業を遂行

することにより、時勢に応じた取引需要の喚起に繋がるよう努める。 

特に、社会問題となっている「インターネットによるおとり広告」について

は、他協議会で連携が進んでいる「ポータルサイト広告適正化部会」との協力

体制の構築に向け、情報収集・調査研究を継続して行って参りたい。 

以下、事業計画を詳述する。 

 

１ 運営体制の充実 

各構成団体事務局等との連携・情報共有を密にし、より充実した運営体制

の構築に努める。 

 

２ 諸会議への参加 

公正競争規約はもちろんのこと各種規程・措置基準の適正な運用等につい

て、不動産公正取引協議会連合会幹事会・通常総会等へ参加し、公正競争規

約等の運用に係る諸問題・統一的な解釈について情報交換・共有を図る。 

 

３ 規約研修会の開催 

公正競争規約の周知徹底と遵守意識の啓発・向上を図るため、各構成団体

において規約研修会を開催する。 

また、より効果的かつ統一的な研修内容を提供するための研修ツールを検

討する。 

 

４ 不動産広告一斉調査と違反事由の再発防止 

各構成団体に協力を要請し、不動産広告一斉調査を実施する。 

また、当地区における不動産広告の掲出傾向等を検証し、より効果的な不

動産広告一斉調査のあり方を検討する。 
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５ おとり広告への対応 

消費者庁から不動産公正取引協議会連合会への「おとり広告に対する取締

り強化」の要請に基づき、特にインターネット上のおとり広告の取締りを強

化し、違反のあった会員事業者に対しては適切な措置を講じる。 

また、既に実施されている「ポータルサイト広告適正化部会との連携施策」

（※おとり広告や不当表示等により措置を講じた会員事業者に対し、連携す

る不動産情報サイトへの物件情報等の掲載を一定期間停止する施策）につい

て、実施に向けた調査・研究を継続して行う。 

 

６ 広告事前相談の実施 

広く広告表示・景品企画の事前相談を受け付け、違反・不備広告の未然防

止に努め、適正な公正競争規約の運用及び広告活動の推進に努める。 

 

７ 公正競争規約等の改正・変更への対応 

公正競争規約等の改正・変更がなされた場合、速やかに会員事業者及び構

成団体並びに賛助会員等に対し、周知等の必要な措置を講じる。 

 

８ 活動状況の周知・広報 

一般消費者に対し、当協議会の組織・活動状況を「不動産公正取引協議会

連合会ホームページ」等を通じて周知・広報する。 

 

９ 関係官庁・諸団体との連携 

関係官庁及び他不動産公正取引協議会等との連携を密にし、公正競争規約

の統一的解釈の普及・適正な運用に努める。 
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東海不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

我が国においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、東京オリンピ

ックが本年の開催に変更されるなど、今後の先行きが不透明な状況にある。各

企業においてはテレワークの推進やＷＥＢ会議の活用などの感染拡大防止策を

講じつつ、社会経済活動を進めるなかで、国内においては、ＧｏＴｏトラベル

事業等による各種政策の効果もあり、徐々に景気持ち直しの動きが続くことが

期待されたものの、再び感染症拡大が各地で報告されており、一刻も早い収束

が待たれる。 

このような状況の中、全国９地区の不動産公正取引協議会では、今年度の施

行を目指し「不動産の表示に関する公正競争規約」改正作業の他、連合会定款

や、次年度以降の総会の開催方法などの見直しについて、引き続き検討を進め

ている。 

本協議会においても、不動産公正取引協議会連合会、消費者庁及び公正取引

委員会、国土交通省他関係機関及び行政との連携を更に強化し、「おとり広告」

の撲滅を含めた不動産広告の適正化及び規約違反広告への適切な対応を行う。 

不動産事業者や広告代理店等から構成される賛助会員及び一般消費者から

の問い合わせについても随時対応し、事業者が不動産広告によるトラブルに

巻き込まれることなく、適切な不動産情報の提供に努めるよう、①規約違反

の未然防止に向けた、加盟事業者並びに賛助会員に対する公正競争規約の更

なる周知徹底、②規約違反被擬事案への迅速且つ適正な対応を、重点事業と

して進める。  

以下、２０２１年度事業計画を策定し、各種諸事業を実施する。 

 

１ 広報関係 

(1) 研修会等の実施について 

① 加盟事業者対象の公正競争規約普及研修会 

公正競争規約の普及啓発を図り、一般消費者に対する適正な不動産情

報の提供を推進するため、最近の違反広告事例や相談事例等を中心とし

た研修会の開催を、所属構成団体等と連携し実施していく。また、ＷＥ

Ｂでの研修会開催についても、実施団体と連携し、柔軟に対応する。 

② 賛助会員に対する研修会 

適正な不動産広告の作成を促すとともに、賛助会員が不動産業者へ正

しい規約解釈に基づいた広告提案が行えるよう、業務への活用・違反広

告の未然防止を目的とした賛助会員対象の研修会を開催する。 
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③ 新規入会事業者に対する公正競争規約普及研修会 

所属構成団体で適宜、規約普及の新規入会事業者に対する研修会を開

催する。 

 

(2) 賛助会員への加入促進について 

不動産事業者からの広告作成に関する相談・問い合わせの際には積極的

に賛助会員の利用を勧めていく。 

近年、インターネット媒体・ポータルサイトを利用する事業者が増加し、

紙媒体は減少傾向にあることを踏まえ、インターネット事業者に対する入

会促進及び退会防止策を検討していく。 

また、未加入の広告代理店・印刷会社及びポータルサイト運営事業者等

からの問い合わせがあった場合についても、柔軟に対応すると共に、協議

会事業の理解を勧める為、研修会の受講を勧めるなど加入促進を図る。 

 

(3) 広報誌「東海公取協」の発行等について 

① 広報誌について、協議会の事業内容や違反事例等を紹介するなど、公

正競争規約の普及啓発のための紙面の充実化及び紙面のＷＥＢ化につい

て検討を行う。 

② 規約改正等、時事的な事項があれば、所属構成団体発行の機関誌への

記事提供を積極的に行っていく。 

 

(4) ホームページの有効活用について 

資料のダウンロードや相談事例Ｑ＆Ａの掲載、被疑違反広告の通報の呼

びかけ、賛助会員の紹介など、現行ホームページの充実・活用と共に、リ

ニューアル等についても検討する。 

 

(5) 公正表示ステッカ－の店頭掲示の促進について 

加盟事業者の規約に対する遵守意識を喚起し、消費者が適正な不動産情

報を提供する事業者を判断する際の目印となる、加盟事業者の「公正表示

ステッカ－」の店頭掲示を促進していく。 

 

２ 調査指導関係 

(1) 本部・地区調査指導委員会（業務）について 

① 規約違反被擬事案の受付及びその処理については、「調査指導委員会

運営規程」・「違反調査等事務処理規程」等を遵守し、迅速且つ適正な

対応に努める。 

② 各地区調査指導委員会との連絡を密にし、共通の問題点について相互に

協力し、各地区において措置の判断基準に差異が生じないように努める。 

③ 規約違反の再発防止の観点より、一定以上の措置を受けた加盟事業者

を対象とした義務講習会を実施していく。 
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(2) 事前相談業務について 

加盟事業者、賛助会員等からの不動産広告についての質問、広告制作に

かかる相談に積極的に応じ、規約違反広告の未然防止に努める。 

 

(3) 賛助会員登録制度の充実 

賛助会員登録制度について、できるだけ賛助会員に登録番号を広告上に

記載するように奨め、万一、規約違反があった場合は、同じ違反をしない

よう賛助会員にも違反内容を告知するなどして、制度の更なる充実を図っ

ていく。 

 

(4) インターネット広告の適正化への対応 

インターネット広告の規約違反により厳重警告・違約金課徴の措置を講

じた加盟事業者に対しては、各サイトにおいて掲載停止の処分等を実施す

ると共に、「ポータルサイト広告適正化部会」や、他地区協議会と連携し、

インターネット広告の適正化を図る。 

また、ブログやツイッター、フェイスブック等に関する違反広告につい

ても、事業者に対し啓蒙を図ると共に、更なる規約の周知活動に力を入れ、

おとり広告や不当表示にならないための表示の徹底など、構成団体と連携

し、研修会等を通じた加盟事業者や賛助会員への周知を行い、規約違反広

告の未然防止に繋げる。 

 

(5) 他地区不動産公正取引協議会等との連携について 

規約運用に関し、他地区不動産公正取引協議会及び不動産公正取引協議

会連合会・消費者庁・公正取引委員会等との連携強化に努める。 

 

３ 総務関係 

(1) 総会及び理事会等の開催 

① 第５５回定期総会を次のとおり開催する。 

日 時 ２０２１年６月２１日（月）午後１時００分より 

場 所 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

② 理事会については、必要に応じ適宜（年２回程度）開催する。 

③  総務・広報・調査指導委員会については、それぞれ必要に応じ適宜

（年１回から２回程度）開催する。 

 

(2) 不動産公正取引協議会連合会通常総会の開催 

今年度より、首都圏不動産公正取引協議会が幹事となり、東京にて開催

される予定。 
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(3) 渉外関係 

① 関係行政官庁との連携について 

消費者庁及び公正取引委員会、また、東海４県の関係行政官庁との連

携を密にして、指導体制の充実を図り不当表示の排除に努める。 

② 不動産公正取引協議会連合会等との連携 

不動産公正取引協議会連合会及び全国公正取引協議会連合会と連絡を

密にし、おとり広告をはじめとする共通問題について情報提供・意見交

換を行い、相互に協力して公正競争規約の運用に資することとする。 

 

(4) 組織のあり方の研究 

本協議会が継続的に諸事業を実施していくため、必要に応じて財政基盤

の検証や諸規則の変更等の対応を図ると共に、将来的な本協議会のあり方

を見据え、他地区不動産公正取引協議会の動向など、情報収集に努める。 
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公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

２０２１年度においても、新型コロナウイルスの蔓延・感染拡大の不安要素は拭い切れ

ず、不動産業はもとより国内外の経済活動の停滞も懸念され、予断を許さない厳しい状況

が続くものと予測される。 

翻り、今まで以上のオンライン化が求められる社会生活の変化の中で、インターネット

広告は不動産取引を始めるための重要な端緒であり、引き続き、その適正化を図ることが

当協議会の責務であることに変わりはない。 

このため、当協議会は消費者庁・公正取引委員会の指導を仰ぎ、「不当景品類及び不当

表示防止法」の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」

という。) 及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」 (以下

「景品規約」という。) を運用し、構成団体をはじめ関係官公庁、関係団体、首都圏ポー

タルサイト広告適正化部会 (以下「ポータル部会」という。）、消費者モニター等に支援

と協力を求め、インターネットの「おとり広告」の撲滅に取り組む。他方、架空の建築確

認番号をインターネット広告に記載している新築住宅についても監視の強化に努めること

とする。 

以下、２０２１年度の事業計画を次のとおり定める。 

 

１ 事業活動の広報及び規約等の普及啓発に関する事業について 

（定款第４条第１号、第５号関係 担当：広報・総務委員会） 

(1) ホームページによる情報提供の推進 

当協議会の事業活動のＰＲや規約等の普及啓発に資するため、行政からの周知依

頼、広報誌、厳重警告・違約金課徴事例、規約研修用のＤＶＤ（動画）などをホーム

ページに掲載するとともに、緊急かつ重要な事項については、一般報道機関向けにプ

レスリリースを情報発信するほか、所定の業務・財務関係等の資料についても情報を

公開する。 

 

(2) 広報誌の発行 

関係官公庁、消費者団体、広告媒体社及び構成団体等に対し、当協議会の事業活

動について理解を求めるため、広報誌を年２回程度作成・配布すると同時に、ホーム

ページにも広報誌を掲載することによりその効果を一層高める。 

 

(3) 規約集・不動産広告ハンドブック・公正表示ステッカーの頒布 

表示規約及び景品規約等の条文を取りまとめた規約集「不動産の公正競争規約」

と実務者向けに規約解説や広告表示例等を取りまとめた「不動産広告ハンドブック」

20



を頒布するほか、規約に対する遵守意識を啓発するため、会員事業者の店頭掲示用の

「公正表示ステッカー」を頒布する。 

 

２ 規約の相談業務及び指導業務の推進に関する事業について 

（定款第４条第２号、第５号、第７号関係 担当：指導委員会） 

(1) 表示規約及び景品規約に関する相談業務 

常時、会員事業者、賛助会員、維持会員、広告会社、広告媒体社及びポータルサ

イト運営会社等からの表示規約や景品規約等に関する相談を受け付け、相談者からの

疑問・照会に的確かつ丁寧に対応することにより、規約の周知徹底とその定着に努め

る。 

さらに、引き続き、規約違反の未然防止体制を拡充強化するため、構成団体の役

職員にも相談業務について協力を求める。 

 

(2) 自主研修会及び義務講習会の開催 

消費者庁をはじめ滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の後援の

もと、規約の普及啓発・周知徹底を図るため、会員事業者のみならず、誰もが自主的

に参加することができる「自主研修会」（規約研修会）を開催する。 

また、規約違反の再発防止を図るため、違約金課徴、厳重警告及び警告の措置を

講じた会員事業者を対象に「義務講習会」（規約研修会）を開催する。 

 

(3) 構成団体等における規約研修会への協力 

構成団体や関係団体等が主催する規約研修会については、それぞれの要請に応じ

て、講師の派遣を行うとともに規約研修会のレジュメや資料なども提供する。 

 

(4) 不動産広告問題研究会の開催 

規約の解釈運用に対する意見交換・情報交換を図るとともに、不動産広告の作成

に関連する法律や知識などを習得するため、賛助会員・維持会員の実務担当者と「不

動産広告問題研究会」を年３回程度開催する。 

 

(5) 規約研修用のＤＶＤ（動画）の作成 

表示規約及び同施行規則の改正に伴い、新規入会者向けの規約研修用のＤＶＤ

（動画）を作成する。 

 

３ 規約違反に対する審査・調査及びその是正措置等に関する事業について 

（定款第４条第３号、第４号、第８号関係 担当：表示審査・調査・措置委員会） 

(1) 広告審査及び広告調査の実施 

広告審査及び広告調査については、引き続き、構成団体をはじめ関係官公庁、関

係団体、ポータル部会、消費者モニター等に支援と協力を求めながら経常的な調査を
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実施するとともに、必要に応じて、規約違反の被疑情報についても臨時の委託調査を

行う。 

このうち、経常的な調査である「官民合同不動産広告実態調査」については構成

団体との緊密な連携のもと、原則、府県単位で年１回の開催とし、その実施時期や調

査対象物件等は地域の実情に即して柔軟に対処する。 

 

(2) 事情聴取会の開催 

表示規約、違反調査等事務処理規程等に基づき、著しく悪質な「おとり広告」や

重大な不当表示などを行った会員事業者に対して、当該事案に対する意見や証拠等を

提出する機会等を与えるため、所要の事情聴取会を開催する。 

加えて、国土交通省、近畿二府四県の景品表示法・宅建業法担当課、ポータルサ

イト運営会社等の担当者にも同席を求める。 

 

(3) 規約違反に対する是正・措置及びポータルサイト掲載停止施策の実施 

広告審査・広告調査等の結果、規約違反が認められたものについては違反調査等

事務処理規程等に基づき、規約違反の内容・程度に応じて是正・措置を講じる。 

措置の区分に関しては、比較的軽微な規約違反の場合は注意・警告等の措置を講

じる一方で、著しく悪質な「おとり広告」や重大な不当表示を行った場合は、違反行

為の内容、程度、影響、違反期間の長短、広告表示の改善の見込みその他の事情を勘

案して、厳重警告及び違約金課徴等の措置を講じることとする。 

また、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた会員事業者については、引き続き、

不動産情報サイトの運営会社・団体と連携して、各サイトへの広告掲載を少なくとも

１か月以上停止する施策を実施するほか、原則、厳重警告に従わずに再度、違約金課

徴の措置を受けた会員事業者については、規約違反の概要及び会員事業者名等をホー

ムページや広報等を通じて公表する。 

 

(4) ポータル部会との連携 

ポータル部会との連携については、引き続き、広告掲載停止の施策を継続すると

ともに、ポータル部会の審査等の担当者と「意見交換会」を開催する。 

さらに、調査業務に関する協力を求めるとともに、規約違反物件や規約違反事業

者名等についても情報を共有するほか、会員事業者の規約遵守に係る啓発事業等につ

いても連携を模索する。 

 

(5) 非会員事業者の誇大広告等の取り扱い 

非会員事業者の不当表示や過大景品の取り扱いについては、消費者庁をはじめ国

土交通省、近畿二府四県の宅建業法担当課等に被疑事案を申告することにより改善を

求める。 
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４ 渉外及び運営等に関する事業について 

（定款第４条第６号、第７号、第９号関係 担当：総務委員会） 

(1) 関係官公庁及び関係団体との連携 

表示規約及び景品規約の普及啓発・周知徹底を図るため、引き続き、構成団体は

もとより消費者庁、公正取引委員会、国土交通省、近畿二府四県の景品表示法・宅建

業法担当課、関西広告審査協会、消費者団体、全国宅地建物取引業協会連合会、全日

本不動産協会及び不動産公正取引協議会連合会（以下「連合会」という。）等と相互

に連携し、事業計画に則り事業活動の推進に取り組む。 

 

(2) 賛助会員等の入会促進 

規約の適正かつ円滑な運用の観点から、引き続き、広告会社、広告媒体社、ポー

タルサイト運営会社等に、相談業務や入会案内の機会を通じて、賛助会員等の加入を

働きかける。 

併せて、主なポータルサイト運営会社に対しては、必要に応じて、厳重警告・違

約金課徴の対象事業者の広告掲載停止に関する施策への参画を求める。 

 

(3) 不動産広告に関する消費者講座の開催及び消費者向けの規約研修会への講師派遣 

消費者に対する規約の普及啓発に資するため、「不動産広告に関する消費者講座」

を開催し、インターネットをはじめ不動産広告の見方・読み方などの具体的な留意点

を説明する。 

他方、消費者団体や構成団体等が主催する消費者向けの規約研修会への講師の派

遣を行うほか、資料の作成などについても協力する。 

 

(4) 消費者モニター制度の運営 

消費者モニター制度を通じて、引き続き、インターネットや新聞折込チラシ等の

広告収集及び当協議会の事業活動や規約の解釈運用に対する意見等を把握するため、

「消費者モニター説明会」を年４回程度、「消費者モニター懇談会」を年２回開催

する。 

 

５ 表示規約及び同施行規則の改正について 

連合会事業の中、表示規約及び同施行規則の改正に向けて、消費者庁及び公正取引委

員会の指導を仰ぎながら、速やかにその申請、施行が行えるよう協力する。 

また、表示規約及び同施行規則の改正後、ホームページからの動画配信、広報誌、

規約研修会などの機会を通じて、新しい不動産広告ルールの普及啓発・周知徹底に取

り組む。 
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中国地区不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 
 
１ 研修事業について 

(1) 会員事業者に対する研修については、各構成団体が行う業務研修等を利用し、公正

競争規約の周知徹底に努める。また、物件の新規掲載時または更新時に成約状況等の

確認を怠っているなど、おとり広告に関する情報提供があることから、未然防止措置

として適切な更新作業の周知に努める。 

 

(2) 新たに会員となった事業者に対して、「不動産の公正競争規約」及び「不動産広告

ハンドブック」を無料配付し、協議会の目的及び規約等の内容について周知を図る。 

 

(3) 賛助会員及び広告代理店に対しては、必要に応じ規約に関する資料を送付し、規約

の周知を図る。 

 

２ 広報事業について 

(1) 「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産広告ハンドブック」を新入会

員用として増刷し、公正競争規約の普及に努める。 

 

(2) 各団体が発行する会報等に表示規約や景品規約の解説等を掲載し、会員の規約に対

する理解を深める。 

 

(3) 新たに会員となった事業者に対しては、公正競争規約加盟事業者としての自覚を促

し、一般消費者が事業者の事務所において公正競争規約に参加しているかどうか認識

できる旨の「公正表示ステッカー」を配付する。 

 

３ 調査指導事業について 

(1) 違反広告を未然に防ぐため、広告の事前相談及びゲラ刷りチェック等に積極的に応

じ、適正な広告表示が行われるよう会員、広告代理店等を指導する。 

 

(2) 不動産情報サイトや会員事業者のホームページにおいて、契約済み物件等を掲載す

る「おとり広告」など、規約に違反する広告が見受けられることから、これらの広告

に対する監視を強め、今年度も不動産広告の実態調査を各構成団体において実施する。 

 

(3) インターネット広告の適正化に向けたおとり広告撲滅のため、不動産情報サイト運

営会社と連携した各サイトへの広告掲載を原則 1か月以上停止する施策についても、
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不動産情報サイトと連携し実態調査を実施しながら厳正な措置を講じる。併せて、違

約金課徴する場合の事情聴取会について他地区公正取引協議会の情報を収集しながら

整備に努める。 

 

(4) 表示規約及び景品規約違反を発見した場合は、公正競争規約に基づき速やかに是正

指導を行うとともに、「違反調査及び措置の手続等に関する規則」に従い当該事業者

の所属団体に指導を依頼するなど事案処理の効率化を図る。また悪質な違反行為につ

いては、監督官庁と連携し厳正に対処する。 

協議会以外の業者に係る景品表示法違反を発見した時は、監督官庁と連携し、指

導等を依頼する。 

 

４ 賛助会員の勧誘 

不動産広告の適正な表示を徹底するためには､実際に不動産広告を制作する広告代理

店等の理解と協力が不可欠とされるので広告代理店等に対し、引続き賛助会員としての

入会を勧誘する。 

 

５ 関係官庁及び他地区公取協との連携 

消費者庁・公正取引委員会及び各県景品表示法主管課と連携し、監視指導体制の充実

を図り、違反広告の排除を促進する。 

また、他地区公取協との連携を一層密にし、常に情報の交換を行い、定期的に開催さ

れる不動産公正取引協議会連合会事務局長会議及び連合会総会において、共通問題につ

いて討議、検討を行い、規約の適正な運用を推進する。 

25



四国地区不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

新型コロナウイルスの世界的規模での感染拡大という極めて困難な事態の中、

段階的にワクチン投与が開始されてはいるものの、依然先の見通せない状態が

続いている。 

各種業界ではオンライン化が急速に進み、新たな生活様式へと変化している

中、我々業界においても、顧客のニーズに応じたオンライン化への取り組みが

重要課題となっている。 

このような状況の中、当協議会にあっては、公正な競争の確保と消費者が安

心して住まい選びができるよう、公正競争規約の周知と適正な運用に努め、不

動産広告のより一層の適正化を図らなければならない。また、最も多くの広告

が掲載されるインターネット上の広告については、「おとり広告」を最重要課題

とし、「おとり広告の規制概要及びインターネット広告の留意事項」の周知徹底

を図っていく。 

上記を踏まえ令和３年度の事業計画を次のとおり策定した。 

 

１ 公正競争規約並びに関連規程の周知と研修 

各支部を構成する会員に対して、研修会等を通じ「不動産の表示に関する

公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競

争規約」等の周知徹底を図り、違反広告の未然防止に努める。 

 

２ 賛助会員加入の促進と諸規約の周知 

不動産の適正な表示を徹底するためには、広告代理店等の理解と協力が不

可欠であることから、引き続き広告代理店等に対し、賛助会員加入の促進を

図るとともに、規約等の認識を深め適正な広告の制作に努めるよう指導、助

言を行う。 

 

３ 関係官庁並びに関係諸団体との連携 

不動産広告の適正化及び取引の公正化を推進するため、消費者庁、公正取

引委員会、各県担当課、各地区協議会との緊密な連携を図り円滑な業務の遂

行に努める。 

 

４ 相談の実施 

消費者、会員業者、広告代理店等から「広告代理店等に対し不動産の表示

に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関す
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る公正競争規約」に関する照会、相談、苦情等を受け付け、適正な対応に努

める。 

 

５ おとり広告の監視と措置の強化 

インターネットによる「おとり広告」等、規約に違反する広告が増加傾向

にあることから、これらの広告に対する監視を強め、違反会員に対し積極的

な措置を講ずることとする。 

また、当協議会が「おとり広告」や重大な不当表示により措置を講じた加

盟業者に対しては、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会の「ポータル

サイト広告適正化部会」のメンバーである不動産情報サイト運営会社と協

力・連携し、これらが運営するサイトへの提携停止処分を科す等、インター

ネット広告の適正化に取り組む。 
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一般社団法人九州不動産公正取引協議会 

２０２１年度事業計画 
 

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日） 

 

日本経済は、昨年に続き新型コロナウイルス感染症の影響により、依然とし

て厳しい状況にある一方で、持ち直しの動きも期待される。先行きについては、

感染拡大の防止策を講じつつ、ワクチン接種などの各種政策の効果や海外経済

の改善もあって、経済回復が期待されるものの、今後も感染症の影響を注視す

る必要がある。 

このような経済情勢の中、当協議会の事業運営に於ける影響は、「三密（密

閉・密集・密接）」を避ける観点から、会議や研修会も延期や中止、といった困

難な状況が予想され、予定していた不動産公正競争規約の改正作業についても、

感染症の影響による遅延が起こっている。 

本年度は、当協議会の使命である「事業者間における公正競争の確保」及び

「消費者保護」については、重点的な事業課題として、事業者や消費者はもと

より、広告代理店・印刷会社等の賛助会員への公正競争規約の周知徹底、事前

相談業務について対応を徹底していく。セミナーや会議については、ＷＥＢで

の開催を積極的に導入し、感染症に最大限留意しながら、事業の実施をしてい

きたい。 

また、２０２０年度内に実施がかなわなかった九州各地区で活動される指導

者・事務局等を対象とした「規約指導担当者研修会」については、九州各地区

間の格差を解消すべく措置基準の統一を図り、担当者の更なるレベルアップを

図っていきたい。 

同時に、２０１８年８月から実施している、インターネットの「おとり広告」

を行った事業者に対するポータルサイトの広告掲載停止措置についても、引き

続き各サイト運営会社と連携を密にし、適正に実施していく。「おとり広告」に

対する対応としては、掲載停止だけではなく、未然防止にも注力し、「不動産の

表示に関する公正競争規約」と「不動産における景品類の制限に関する公正競

争規約」の周知徹底を行う。 

本会の使命である、事業者間における公正競争の確保及び消費者保護をより

一層図り、不動産業界の社会的地位の向上を目指し、公正競争規約に違反する

行為の未然防止業務を基本としながら、公正競争規約の普及啓発、周知、相談

等の諸事業を実施していく。 

 

１ 研修計画 

(1) 所属会員対象の公正競争規約普及研修会 

会員に対する表示規約、景品規約の周知活動が最重要課題であるため、

各地区又は各所属団体が主催する研修会において普及を図る。本部として

も講師の派遣、資料の提供など不動産の公正競争規約を普及させるために

積極的に協力する。 

 

(2) 賛助会員研修会 

違反広告事例や相談事例などを含め、公正競争規約普及の為、各地区調

査指導委員会主催にて広告代理店など賛助会員を対象とした研修会を開催

する。 
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(3) 違反事業者に対する義務研修会 

２０２0 年度中に警告以上の措置を受けた事業者及び２０１９年度に義務

研修を終えてない受講義務のある事業者を対象にした研修会を、各地区調

査指導委員会において、適宜開催する。なお、例年通り対象者が少ないな

ど研修会を開催しない場合は、福岡地区が主催する研修会が対象者を受け

入れることができることとする。 

 

(4) 新規入会事業者に対する規約普及研修会 

新規事業者へ公正競争規約を周知するため、各地区調査指導委員会及び

所属団体で、新規事業者や従業員を対象にした研修会を、適宜開催する。 

 

(5) 規約指導担当者研修会の実施 

各地区の調査指導委員長、担当事務局等を対象に公正競争規約や違反事

例に関する研修会を実施し、担当者のレベルアップを図る。 

 

２ 調査・指導計画 

(1) 公正競争規約違反被疑事案の官民合同の現地実態調査 

本年度は、官民合同の現地実態調査を、次の県で実施する。なお、実態

調査費用は、本部にて負担する。 

 

開催時期／８月から翌年３月中旬頃 

開 催 県／福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 

 

(2) 消費者モニター制度の充実 

各地区調査指導委員会は、消費者モニターから収集した広告を点検、調

査し、適正に処理する。また、消費者モニター会議を開催し、消費者ニー

ズの動向、業界に対する意見要望を聴き、当協議会の事業に反映させる。 

 

(3) 事前相談業務の拡充 

各地区調査指導委員会は、所属の会員事業者、賛助会員等から不動産広

告についての質問、広告作成にかかる相談に積極的に応じることとし、公

正競争規約違反の未然防止に努める。 

 

(4) インターネットの「おとり広告」撲滅への対応 

２０１８年８月の措置から、インターネットにおける「おとり広告」に

より厳重警告並びに違約金課徴の措置を講じた事業者に対し、７つの不動

産情報サイト運営会社及び団体と連携し、各サイトへの広告掲載を原則１

か月以上停止する施策を実施する。また、協力サイトとの意見交換会など

を実施し、「おとり広告」の撲滅への取り組みをより強化する。 

 

３ 広報計画 

(1) ホームページによる情報提供 

ホームページをリニューアルし、事業者及び消費者へ向けて公正競争規

約の普及活動を行う。また、「おとり広告」についての注意喚起など情報提

供を行う。 
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(2) 規約・ハンドブック・ステッカーの頒布 

表示規約及び景品規約の普及のため「不動産の公正競争規約」、「不動産

広告ハンドブック」の頒布を引き続き行う。また、会員事業者に対しては

事業所に提示する「公正表示ステッカー」を配布又は頒布する。 

 

４ その他 

(1) 賛助会員の入会促進 

不動産広告の適正化推進のためには、不動産広告を作成または掲載する

新聞社、広告代理店、不動産ポータルサイト運営会社の理解と協力が不可

欠となるため、引き続き、広告代理店等に賛助会員入会を働きかけていく。 

 

(2) 地区調査指導委員会間の連携強化 

各地区調査指導委員会との連絡を密にし、共通の問題について相互に協

力し、各地区間で会員事業者に不公平な取り扱いが生じないように、体制

の整備、強化を図る。また、本部調査指導委員会において各地区調査指導

委員会での規約の運用状況等、意見交換を行う。 

 

(3) 関係官庁及び他地区協議会との連携強化 

消費者庁・公正取引委員会及び九州・沖縄の関係行政官庁との連携を強

化することにより、不動産広告の適正化と取引の公正化を図る。また、他

地区協議会と情報交換や意見交換を行い「おとり広告」等の共通問題への

対応及び規約の適正な運用を推進する。 

 

参考（九州不動産公正取引協議会の助成金、補助金） 

 

各地区（８地区）への助成金 

＊地区調査指導委員会費  １地区 １０万円 ＋ ３万円×開催回数 

＊消費者モニター謝礼金  １名  １万５千円 

＊義務研修会交付金    １名  １万円 

 

団体会員（１９団体）への補助金 

＊研修会補助金（１回実施毎に５万円。但し新入会研修会は除く） 

＊会議、研修会等参加者旅費の一部補助金（１団体一律１０万） 
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