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1967 昭和42年

7月20日
全宅連設立発起人会を名古屋で開
催
9月29日
全国宅地建物取引業協会連合会創
立総会開催（初代会長：松田清氏）

11月15日
東京・東新橋に事務局を設置

1968 昭和43年

2月11日
会章・バッジを制定
2月15日

『全宅連広報』を創刊
5月9日

（社）全国宅地建物取引業協会連合
会として社団法人の許可を取得

1969 昭和44年

2月26日
標準契約約款・取引台帳・物件説明
書の統一様式を作成

4月4日
報酬規定改正要望書（全国統一）を
建設大臣に提出
7月4日
不動産業者のための実務研修会を
全国で開催（～9/13）
10月25日
報酬額の全国一律化や宅建業法改
正などを協議するため建設省幹部
と協議
12月1日
無免許業者追放ポスター作成・配布
12月6日
松田会長、建設省住宅宅地審議会
専門委員に任命される

1970 昭和45年

2月20日
全国宅建業者総決起大会を東京・日
比谷で開催。義務加入等の宅建業
法改正を国会請願、報酬規定改正
等の要望書を建設省に提出（全国か
ら約7,500人が参集する請願デモ）
5月29日
住宅税制改正等に関する意見書を
建設省に提出
10月23日
全国統一の報酬額を大臣告示。報
酬額表を作成・配布

1971 昭和46年

1月28日
琉球土地建物取引業者会が入会（の
ちの沖縄県宅建協会）
2月24日
全国不動産政治連盟（全政連）の結
成。会則案を作成

2月24日
宅建業法改正臨時総会を東京で開
催。消費者保護を図る宅建業法の
改正の請願書を国会に提出
12月14日
改正宅建業法施行を前に、建設省
を招き、各都道府県協会代表者な
どに説明会開催

1972 昭和47年

1月29日
全宅連、標準契約書・物件説明書改
定書式を作成・配布
3月1日
営業保証金制度に代わる取引損害
補塡制度創設の要望書を建設大臣、
関係国会議員に提出
9月26日
宅建業法制定20周年記念式典
12月15日

（社）全国宅地建物取引業保証協会
の創立総会

1973 昭和48年

1月11日
全宅連・全宅保証の事務局を東京・
東神田に設置
3月30日
全宅保証、社団法人許可
4月4日
土地対策要綱・都市計画法改正に関
する要望書を建設省に、土地税制
に関する要望書を大蔵省に提出
5月15日
松田会長らが保証協会を一本化す
る主旨の陳情を建設大臣に行う

5月24日
全宅保証、建設大臣の指定（宅建業
法64条の２）
6月19日
国土総合開発法案等に関して国会
に陳情
6月24日
全宅保証、業務開始
11月22日
不動産業への金融措置要望書を建
設・大蔵両省に提出

1974 昭和49年

3月25日
国土総合開発法等に関して建設省
に陳情
4月10日
全宅保証、弁済認証申出1号
6月3日
土地政策転換要求全国業者大会を
東京・日本武道館で開催
6月3日
地価安定・宅地供給促進の要望書を
建設・大蔵両省のほか、関係国会議
員に提出
8月17日
国土法・土地重課税の運用、住宅
ローンの緩和などに関する要望書
を建設・大蔵両省と関係国会議員に
提出
11月15日
国土法・自治体の開発指導要綱など
に関する陳情書を国土庁・建設省に
提出。国土利用計画審議会・同地方
審議会・土地利用審査会に関する要
望書を国土庁に提出

1975 昭和50年

3月5日
改正都市計画法の運用に関して建
設省に陳情
10月30日
土地重課制度撤廃全国総決起大会
を東京・清水谷公園で開催。同制度
の廃止請願を国会に提出。約1,200
人の請願デモ
12月9日
都市計画法の「線引き」の見直しに
関する要望書、住宅宅地の円滑な
流通を促進する金融措置について
の要望書を建設省・住宅金融公庫に
提出

1976 昭和51年

2月9日
松田会長ら、竹下登建設大臣を表
敬訪問。重課制度撤廃に向け懇談
9月20日
松田会長ら、国土庁を訪ね、「ミニ
開発」調査（国土法の取引規制対象
外の開発地域の地価等調査）につい
ての見解につき質問

1977 昭和52年

3月30日
会員の店頭掲示用PRポスターを配
付
6月11日
中小企業分野調整審議会について
の要望書を通産省に提出
8月23日
宅建業法25周年・全宅連10周年・保
証協会5周年記念式典を開催

10月27日
全宅連が「大企業における仲介業へ
の進出と系列化に対処」するため「調
査申出書」を建設大臣宛てに提出
11月11日
税制改正で中央陳情活動（各政党へ）
12月23日
建設省より三井FC調査結果で回答

1978 昭和53年

2月14日
全宅連と三井不動産㈱が分野調整
法に基づく紛争を解決するため話
し合う（2/14、3/16）
3月1日
三井FC問題で調整の申出
3月17日
宅建業法改正の統一見解をまとめ、
建設省に提出
3月30日
全宅連、「中小不動産業者危機突破
全国大会」を関東地区会員を中心と
する1,200名を動員して開催
6月13日
全宅連と三井不動産㈱、建設省計
画局清水不動産業課長との三者会
談を行うも自主解決に至らず
6月15日
全宅連、「調整申出書の補正につい
て」を建設大臣宛てに提出
6月22日
全宅連、建設省に対し、「調停案」の
返上を通知すると共に、建設省丸山
計画局長に対し、要望書を提出

故　松田　清　氏	 	
明治43（1910）年4月生まれ	
昭和28（1953）年12月
㈱松田商事代表取締役就任
昭和42（1967）年9月～昭和53（1978）年8月　
（社）全宅連会長
昭和47（1972）年12月～昭和53（1978）年8月	
（社）全宅保証会長
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（1967年～1996年）全宅連・全宅保証の歩み

「全宅連」の創立総会（昭和42年9月29日） 全宅保証の社団法人許可証受領（昭和48年3月30日） 宅建業法制定25周年記念式典（昭和52年8月23日） 大企業の仲介市場進出阻止全国大会（昭和53年3月30日）



6月28日
松田会長、「緊急事態に対処するた
めに全会員に訴える」を発表
8月21日
建設省の不動産業近代化センター
構想について関係国会議員に陳情
8月25日
第12回通常総会で中山弥十八会長
を選出

9月1日
保証協会、弁済業務保証金準備金
の限度額に関する省令制定（全宅保
証限度額は7億5,000万円）
11月1日
土地税制について関係方面に陳情
11月2日
中山会長、建設省住宅宅地審議会
専門委員に任命される

1979 昭和54年

1月16日
建設省に対し、三井FCについて中
小企業分野法に基づく一時停止勧
告、調整勧告措置を速やかに講ず
るよう要望
5月18日
宅地建物等対策議員連盟を設立（初
代会長：亀岡高夫元建設大臣）
5月26日
三井仲介多店化阻止決起大会を東
京・小金井市で開催（東京都宅建協
会が主催）
8月７日
全宅連、建設大臣に対して政府補助
金１５億円の予算化を要望する「不動
産業振興基金」創設の陳情書を提出
10月26日
消費者団体代表との懇談会を開催
11月１日
住宅宅地供給促進の要望書を関係
各方面に提出
11月15日 
全宅保証、臨時総会を開催し、不動
産流通近代化センターへの出捐を
決定（15億円）
12月21日
税制や近代化センター設立につい
て中央陳情活動

1980 昭和55年

3月
全宅連流通対策委員会、「不動産流
通近代化の諸問題」をまとめる

3月25日
参院建設委員会に中山会長が出席、
宅建業法改正で本会の意見を陳述
6月26日
第14回通常総会を開催。須永正臣
会長を選出

8月5日
全宅連・全宅保証の共同企画で映画

「いま始まる流通近代化―明日の中
小不動産業界を拓く」が完成。都道
府県協会に配布
8月27日

（財）不動産流通近代化センター（仮
称）設立に向けてセンター設立準備
室を開設（準備室長に田中全宅連副
会長が就任）
10月20日

（財）不動産流通近代化センター設
立発起人会開催

10月24日
農住組合法案について関係国会議
員に陳情
11月１日

（財）不動産流通近代化センター発
足（理事長に全宅連・須永会長が就
任）
12月1日
全宅保証、追加分担金供託事務開始
12月1日
全宅保証を中心に3団体の広報委員
会が消費者向け映画「かしこいマイ
ホーム作戦」を活用した啓発キャン
ペーンを実施
12月12日
建設省住宅宅地審議会、媒介契約
標準約款の審議に須永会長が専門
委員として参加

1981 昭和56年

1月13日
中小不動産業者の事業分野の確保
と経営基盤の確立の要望書を建設
大臣に提出
2月4日

（財）不動産流通近代化センター（須
永理事長）の設立披露パーティー開
催（東京農林年金会館）
2月9日
全宅連と三井不動産販売の間に合
意成立（調整申出を取り下げ）
3月24日
全宅連、「分野法・小売関係法改正
実現中小企業代表者集会」に参加
し、衆参商工委員会所属議員に陳
情活動

5月28日
全宅連、不動産流通近代化センター
と共催で「不動産流通近代化推進全
国セミナー」を開催
9月29日
全宅連、会員向けPR映画「進む協業
化時代―流通近代化と改正宅建業
法」が完成、各都道府県協会に配布
12月11日
住宅・都市整備公団と公団賃貸住宅
のあっせんに関する覚書に調印

1982 昭和57年

4月1日
「単一営利企業による流通機構は認
めない」よう建設省に要望
5月20日
媒介契約制度が施行
6月～7月
全国47協会の流通機構を認定
6月24日
宅建業法30周年・全宅連15周年・保
証協会10周年記念式典を開催
8月20日
映画「流通新時代に生きる」が完成
12月17日
都市計画法に基づく線引き等の改
廃を国会に請願

1983 昭和58年

1月10日
東京、神奈川、千葉、埼玉の4協会
で各流通機構の相互交流協定を締
結

3月1日
近畿2府4県の各協会流通機構で相
互乗り入れに調印
3月29日
全宅保証、理事会を開催し、「求償
業務方法書」を決定
6月15日
愛知など中部圏7協会の流通機構の
相互利用協定に調印
7月１日
基本問題検討特別委員会が全宅連
中長期計画大綱中間報告を提出
7月19日
全宅保証、基本問題検討特別委員
会が保証枠の拡大方策の検討を開
始
7月28日
伊藤忠商事が米・センチュリー21

（FC、C21）と提携、FC展開計画に
着手。これに対応してFC等流通対
策特別委員会を設置
8月29日
神奈川、静岡両協会間で流通機構
相互利用の提携調印
9月29日
須永会長要請の「伊藤忠・C21ジャパ
ン設立に当たっての全会員の一致
団結を訴える」を開催
9月29日
大阪と三重、大阪と大分の協会間
で流通機構の提携調印
9月30日
一般消費者向けPR映画「マイホー
ムへの道」完成、各協会に配布

故　中山　弥十八　氏		
大正5（1916）年10月生まれ	
昭和31（1956）年1月
なかやま不動産創立
昭和46（1971）年5月～昭和53（1978）年5月　
（社）東京都宅地建物取引業協会会長
昭和53（1978）年8月～昭和55（1980）年6月　
（社）全宅連・全宅保証会長

故　須永　正臣　氏	 	
大正5（1916）年6月生まれ	
昭和31（1956）年6月
相互不動産(株)常務取締役就任	
昭和41（1966）年5月～昭和61（1986）年5月
（社）愛知県宅地建物取引業協会会長
昭和55（1980）年6月～昭和61（1986）年6月　
（社）全宅連・全宅保証会長
昭和55（1980）年11月～昭和61（1986）年11月	
（財）不動産流通近代化センター理事長
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分野調整問題が解決し、三井不動産販売と合意成立調印 （財）不動産流通近代化センター設立発起人会
と設立披露パーティー

全宅保証弁済・苦情業務研修会にて
追加分担金の供託を説明

消費者向け映画「かしこいマイホーム作戦」 媒介契約制度ポスター



10月4日
全米リアルター協会（NAR）との提
携のための調査団派遣を決定
10月
小冊子「全宅連・保証協会の組織と
事業」発行
11月9日
訪米調査団出発（11/16にNAR本部
を訪問。「会員教育等についての相
互協力覚え書」に調印）
11月16日
須永会長ら、首相官邸で中曽根康
弘首相と会見、住宅政策や民間活
力などで意見交換
11月28日
建設省構想の（財）不動産取引公正
審査機構（仮称）設立について推進
の方針を決定

1984 昭和59年

2月10日
世界不動産連盟日本支部に団体加
入
2月10日
全宅保証、理事会を開催し、（財）不
動産適正取引推進機構への出捐2億
円・年間賛助会費1,200万円の支出を
決定（同機構は4月12日発足）
3月14日
東京、山梨の両協会、流通機構の提
携に調印
3月29日
全宅連不動産流通総合センターの
創設を決定

4月1日
全宅連が流通機構に関係する委員
会を統一化し、「不動産流通総合セ
ンター」を発足
5月
9月23日を全宅連の「不動産の日」と
し、流通機構をPR
6月
基本問題検討特別委員会が「全宅
連中長期計画に関する報告」を会長
に答申
8月8日

「線引き見直し請願」が衆院で採択
9月23日
初の全国統一「不動産フェア」を開
催
9月25日
全宅連・全宅保証・各協会の相談所
整備充実対策説明会を開催
10月8日
西武流通グループの仲介分野進出
で折衝
11月5日
日本不動産学会が発足。全宅連は
特別会員として参画
11月17日
流通機構の物件情報の一般公開方
針を決定
12月19日
公益法人への課税強化阻止の要望
書を提出

1985 昭和60年

3月29日
流通機構のシンボルマーク「ハト
マーク」を決定
3月
総合センター教育部会、第1期通信
教育「経営総合コース」を7月から募
集、10月開講と決定
5月
全宅連バッチを作成（10金製）
10月１日
通信講座「経営総合コース」第1期開
講、8,500人が受講

1986 昭和61年

1月25日
全宅保証、手付金保証制度（建設省
のモデル流通機構指定の要件の一
つ）を、協会事業として全組織で実
施する方針を決定
1月27日
全宅連、西洋環境開発（旧・西武都
市開発）と合意書調印
3月5日
流通機構研究会を開催。60年度流
通機構活性化計画は約7割の協会が
目標達成
4月16日
全宅保証、第1回手付金保証業務特
別委員会、手付金保証制度の検討
を開始（8/27に同制度の基本構想ま
とまる）

6月26日
第20回通常総会を開催で中村俊章
会長を選出

6月
会員とその従業員を対象とする「全
宅連年金共済（企業共済）」創設を決
定
8月26日
全宅連年金共済（企業共済）の募集
を開始
9月27日
手付金保証制度の導入（昭和62年1
月開始・倫理規定・流通機構業務準
則を決定）
9月29日

（仮称）全国不動産会館（現全宅連会
館）の用地募集を開始
10月１日
全宅連系流通機構のハトマークの
CM放映（TV）を開始

11月25日
新潟・富山・石川・長野の４宅建協会
が建設省北陸地方建設局が希望す
る公共事業用地の取得に関して「公
共事業用地取得業務と宅建業者業
務との提携協力体制の整備に関す
る確認書・覚書」に調印
12月19日
国鉄新会社の不動産仲介分野進出反
対を、運輸省、国鉄などに申し入れ
12月22日
東京都協会の流通機構が建設省の
モデル流通機構第1号に指定される

（「東京レインズ」として10月から稼
働開始）

1987 昭和62年

1月1日
全宅保証が手付金保証付き証明書
発行業務を実施。テレビによるPR
など開始
1月
全宅連、『重要事項説明書の書き方
の手引き』を発行（昭和47年版を改
訂）
6月１日
全宅連、全宅連通信教育講座「不動
産アナリスト」（経営中級コース）を
開講
6月24日
全宅連創立20周年 ・全宅保証創立
15周年の記念式典を開催（東京・パ
レスホテル）
8月１日
全宅連近畿地区協議会が近畿レイ
ンズを発足
8月10日

富山・石川・新潟・長野の4宅建協会
と建設省北陸地区建設局が「公共事
業用地取得業務に伴う代替地の媒
介に関する協定書」を締結
9月8日
全宅連、JR各社に不動産仲介業へ
の進出について申し入れ（中小事業
者の分野確保を要請）
10月
全宅連、建設省が進める公共事業
の用地取得業務に伴う代替地の媒
介について各ブロックでの説明会
を開催
12月１日
愛知県協会の流通機構である愛知
県不動産流通センターが建設省が
実施するモデル流通機構に指定

1988 昭和63年

1月13日
全宅連・全宅保証、宅地建物取引業
法改正説明会を開催
1月14日
埼玉県協会の流通機構がモデル流
通機構に指定
3月9日
全宅連政策審議会、第5回委員会を
開催し、「全宅連21世紀ビジョン」を
まとめる
3月25日
全宅連、「不動産アナリストコース」
が労働大臣の指定教育訓練となる
3月28日
全宅連、「不動産アナリストコース」
修了者に称号認定証書が授与され、

「不動産アナリスト」が誕生（1期は
約2,200人）

中村　俊章　氏
昭和3（1928）年9月生まれ
昭和38（1963）年6月
東都産業㈱代表取締役就任
昭和57（1982）年5月～昭和63（1988）年5月　
（社）東京都宅地建物取引業協会会長
昭和61（1986）年6月～平成9（1997）年6月　
（社）全宅連・全宅保証会長
昭和61（1986）年8月～平成10（1998）年11月	
（財）不動産流通近代化センター理事長
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経営総合コースの開幕式 20周年記念祝賀会（昭和62年6月24日） 近畿レインズオープン（昭和62年8月） 不動産アナリスト認定証書
9月23日は「不動産の日」として
全国統一のフェアを開催中曽根首相と会見（昭和58年11月16日）



5月31日
全宅連、小冊子『知っておきたい不
動産の税金』を発行
6月1日
全宅連、総合センター国際部会の
編集による『不動産セールスハンド
ブック』を発行
6月21日
全宅連・全宅保証が通常総会を開
催。両団体の会長に中村俊章氏を
再選（～6/22）。今回の改選から任
期3年に変更
7月22日
全宅保証、手付金等保管事業全国
説明会を東京で開催
11月4日
全宅連の会員数が10万人を突破
11月21日
全宅保証、手付金等保管事業につ
いて建設大臣の認証を得て、同事
業をスタート
12月8日
全宅連、東京で「暴力等追放決起大
会」を開催

1989 昭和64年・平成元年

2月3日
全宅保証、弁済業務保証金398億円
を追加供託
2月10日
全宅連中小企業分野対策委員会、

（社）信託協会に信託銀行設立の住
宅仲介会社による多店舗展開につ
いて申し入れ
3月27日
岩手、福島、山梨、富山、石川、岐阜、

福井、鳥取、島根、岡山、広島、山口、
福岡、大分、宮崎、鹿児島がモデル
流通機構の指定を受ける（全宅連系
モデル機構が32となる）
3月
全宅連税制対策委員会、『知ってお
きたい不動産業と消費税』を作成
し、発行
6月
建設大臣の指定流通機構について
全国各地で設立準備が進行（全宅連
系機構が中核的役割を果たす）
10月
全宅保証、手付金等保管制度・手付
金保証制度等に関するツール『トー
ク・マニュアルQ＆A』を発行
11月13日
全宅連土地政策委員会、税制対策
委員会、建設省と土地住宅政策要
望および税制改正要望について懇
談会を開催

1990 平成2年

3月17日
静岡県協会が静岡県と公共用地代
替地あっせん業務で提携調印
5月15日
全宅連、固定資産税評価証明書を
宅地建物取引主任者証の提示によ
り交付・閲覧できるよう建設省と自
治省に要望
6月下旬
全宅連、新CM「家族の絆」を放映
7月
全宅連調査委員会、平成元年1月～
12月間の「物件情報登録実態調査」
の結果をまとめる

8月1日
全宅保証、宅建業法改正による分
担金の追徴を開始
9月17日
全宅連会館建設推進特別委員会、
会館の建設用地（現東京都千代田区
岩本町2-6-3）を決定
9月30日
全宅連土地対策委員会、『知ってお
きたい土地基本法・国土法の改正』
を刊行
11月1日
従業員研修登録制度スタート（近代
化センターで研修・登録)
11月30日
全宅連、塩崎総務庁長官に都市銀
行・証券会社の信託業務への参入問
題に関し、陳情
11月30日
全宅連中村会長らが海部俊樹首相
に面会し、土地税制改正などを要望

1991 平成3年

2月7日
全宅連、銀行などの信託業務参入
を踏まえ不動産仲介業務の除外を
求め、国会議員に対し、陳情
3月25日
東京都協会など1都8県の協会と関
東地方建設局が公共用地代替地
あっせん業務で協定調印
4月2日
全宅連、「経営上級コース」の開校
式。初の集合教育がスタート

5月1日
全宅連、広報誌の新たなタイトルを

「リアルパートナー」とし、誌面刷新
5月21日
全宅連、NTTと同社の宅建業免許
取得に伴う合意文書に調印（NTTの
土地建物活用等への限定等を条件）
7月27日
全宅連・全宅保証、長崎県・島原の
噴火災害に対し、見舞金200万円を
寄付
10月22日
全宅連会館建設の地鎮祭。着工
11月7日
東北6県の協会が東北地方建設局と
公共用地代替地あっせん業務協定
に調印
12月4日
全宅連、理事会・役員会にて厚生年
金基金の7月設立を決定

1992 平成4年

1月10日
全宅連法務指導委員会、『知ってお
きたいこれからの借地借家』を刊行
1月21日
新潟、富山、石川、長野の4協会と北
陸地方建設局が公共事業用地代替
地あっせん業務の提携を締結
2月4日
全宅連、「47都道府県協会指定流通
機構サブセンター会長・担当者会
議」を開催
3月30日
全宅連、理事会で監視区域解除を
要望する方針を決定

5月31日
税金小冊子のタイトルを『あなたの
不動産税金は』に改め、発行。以後、
毎年好評を博す
6月9日
全宅連、小沢一郎元自民党幹事長、
小渕恵三宅建議員連盟会長へ陳情
6月10日
全宅連、塚原俊平自民党組織委員
長への陳情
6月11日
全宅連、竹下登元総理などへ陳情
6月16日
全宅連、金丸信自民党副総裁へ陳情
6月23日
全宅連創立25周年、全宅保証創立
20周年の記念式典・祝賀会を開催

（東京・パレスホテル）
8月7日
全宅連、47都道府県協会に対し、国
土法の監視区域の早期解除に関す
る要望活動を都道府県知事に行う
よう要請
8月31日
全宅連、『知っておきたい新借地借
家法の実務対応』を発行
8月
全宅連、会員が新借地借家法に基
づく業務を行うため重要事項説明
書など7種類の書式を作成し、頒布
8月31日
全宅連、全宅連会館の上棟式を開
催
9月1日
全宅連、厚生年金基金への正規の
加入手続きを受付開始

9月24日
全宅連、宮澤喜一総理大臣や自民党・
加藤官房長官などに国土法監視区域
制度の早期解除等の陳情を開始

1993 平成5年

2月4日
全宅連、47都道府県協会担当者研
修会を開催し、賃貸借媒介・管理業
務に関する基本的な指針策定にあ
たっての実態・問題点を把握
2月11日
全宅連、宅地造成に係る開発許可
制度と地方自治体の開発指導要綱
等のあり方について建設省と意見
交換
3月31日
全宅連会館が竣工（4/19から新会館
での業務開始）
4月1日
全宅連、「全国宅地建物取引業厚生
年金基金」を設立
4月8日
全宅連・全政連、都道府県協会長を
集め、緊急景気対策会議を開催（景
気浮揚策実施の働きかけをにらみ）
4月12日
全宅連会館竣工式を開催
4月26日
全宅連・全宅保証、『組織と事業の
ご案内』を発行
5月28日
全宅連会館落成式典と祝賀会を開
催（ホテルニューオータニ）
7月27日
全宅保証、東京都千代田区岩本町
に業務移転
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全宅連発行の新借地借家法を
周知する小冊子

『組織と事業のご案内』を発行全宅連会館落成式典竣工した全宅連会館小冊子『不動産の税金』発行『不動産セールスハンド
ブック』を発行

海部首相に土地税制改正などを要望『トーク・マニュアルQ&A』を発行



8月25日
全宅連、長期譲渡所得税の軽減に
重点をおいた土地住宅税制要望を
まとめ、要望活動を本格化（建設大
臣に要望書を提出）
9月5日
全宅保証、人気漫画「釣りバカ日誌」
と女優の十朱幸代さんをキャラク
ターにした新聞広告を掲載。手付金
保証業務等をPR
9月17日
不動産フェアに合わせてテレビCM

「きれいな日本に住みたいね不動産
フェア」編を放映
9月23日
9月23日「不動産の日」を中心に全国
各地の協会で「不動産フェア」を開
催。不動産フェアを開始し、10周年
となる
9月
全宅連、登記簿謄本交付手数料及
び閲覧手数料の値上げ中止の要望
書を建設省と法務省に提出
10月6日
全宅連、国土法監視区域制度の早
期解除を国土庁長官に要望
10月13日
全宅連、自民党税務調査会建設部
会と全国組織委員会建設局の業界
ヒアリングで長期譲渡課税の軽減
などを盛り込んだ15項目の税制改
正要望を行う
11月1日
全宅連、個人の土地建物等の長期
譲渡所得課税の軽減、長期保有土
地から減価償却資産への買換え特
例制度の復活等を大蔵大臣に要望

11月26日
全宅連、建設省に対し、住宅に係る
消費税の非課税化を求める緊急要
望を行う
12月
全宅連、一橋大学経済研究所の伊
藤隆敏教授を招き、「日本の土地問
題の経済的な処方について」をテー
マに講演（政策要望等策定にあたり
経済的見地から理論性強化のため）

1994 平成6年

1月24日
全宅連、五十嵐広三建設大臣へ税
制改正に関する陳情
5月
全宅連、住宅賃貸借媒介・管理業務
に関する基本方針を示したガイド
ラインをまとめ、47都道府県協会に
提示
6月23日
全宅連・全宅保証、通常総会を開催

（～6/24）。中村会長の４選が決定
6月
全宅連、建設省に対し、税制改正要
望を提出（住宅の一次取得者に対す
る所得控除制度の創設等）
7月～12月
全宅保証、女優の十朱幸代さんを
起用し、不動産無料相談や手付金
保証制度・手付金等保管制度等を周
知するテレビCMを放映
8月3日
全宅連、明海大学と「不動産学の教
育・研究に関する協定書」に調印

8月
全宅連、全国の土地所有者4,042人
に「長期所有土地の譲渡に関する意
識調査」を実施（重点要望である長
期譲渡所得税率を引き下げるため
の根拠データとして調査）
9月11日
全宅連、中国（北京・上海）に不動産
事情視察団を派遣。中国房地産協
会と交流し、不動産流通の実情を
視察（～9/17）
9月12日
全宅連、武村正義大蔵大臣へ長期
譲渡所得税の軽減に関する陳情
9月23日
全宅連、不動産フェアに合わせて「1
万人献血運動」を展開し、一般消費
者にPR。テレビCM「幸せのトリ」編
を放映
10月12日
全宅連、賃貸借媒介・管理全国研修
会を開催
11月1日
全宅連、不動産総合研究所の開設
披露パーティーを開催

1995 平成7年

1月19日
全宅連・全宅保証・全政連、兵庫県
宅建協会に震災義援金として1,000
万円を送ることを決定。47都道府県
協会に募金呼びかけ
2月20日
全宅連、「指定流通機構47都道府県
協会サブセンター会長・担当者会
議」を開催

3月22日
全宅連、「全宅連賃貸住宅管理業協
会（仮称）」を組織化する構想が理事
会の了承を得る
3月22日
全宅連、会員向け教育制度を改編
し、「不動産アナリストコース」と「経
営上級コース」を一本化することを
理事会が承認
5月9日
全宅連、協会担当者に税制軽減特
例に係る証明審査等の説明会を開
催
5月
全宅保証、神奈川本部をモデル本
部とし、会員管理システムと会計シ
ステムの導入を実施し、運用を開始

（OA化の全国展開を平成8年3月ま
で順次実施）
6月6日
全宅連不動産総合研究所、4月にま
とめた「公庫融資等公的住宅融資の
利用に伴うつなぎ融資の利用状況」
の報告書に基づき、中村会長につな
ぎ融資に関する改善策を提言
6月13日
全宅連、自民党参院議員村岡兼造、
清水達雄両氏を囲み、土地住宅税
制懇話会を開催
7月
全宅連、7/1施行のＰＬ法（製造物責
任法）と宅地建物取引業との関係に
ついて解説した『ＰＬ法のポイント』
を作成し、会員へ配布
10月30日
全宅連、税制改正に向け、日本経済
新聞15段を使った意見広告を掲載

11月1日
全宅連・全宅保証、理事会にて「つ
なぎ融資制度検討特別委員会」の設
置を決定
11月6日
全宅連、「賃貸借媒介・管理業務全
国研修会」を開催し、賃貸借契約書
および原状回復に関する提案など
について意見交換
12月1日
全宅連、都道府県協会を通じ新規
の「不動産アナリストコース」の募
集開始

1996 平成8年

1月9日
土地の長期譲渡所得の税率を一部
26％に引き下げ。パンフレット「リ
ターン26」で会員に周知
2月～3月
全宅連、2月～3月にかけて「指定流
通機構47都道府県協会サブセン
ター会長・担当者会議」を4ブロック
に分けて開催し、意見交換
3月
全宅連、『アメリカ不動産事情調査
研究報告書―全宅連訪米12年の歩
み』を作成
3月7日
全宅連不動産総合研究所、住宅取
得動機調査に関する最終報告書を
発表
3月11日
全宅連政策検討委員会、「財政基盤
の確立」、「マルチメディア時代への
対応組織の樹立」に関し中村会長あ
てに意見具申

3月28日
全宅連不動産総合研究所、「固定資
産税評価額と実勢価格との乖離に
関する実態調査」の結果を発表
4月1日
全宅連、広報誌リアルパートナーの
誌面刷新
4月1日
全宅保証、会員の利用拡大を図る
ために手付金保証制度を改正、保
証の要件を拡大
5月31日
全宅連国家受彰者会が創立20周年
を迎え、記念式典と祝賀パーティー
を開催
7月1日
全宅連・全宅保証、賃貸不動産流通
管理業務センターを創設
9月1日
中村俊章会長、建設省の住宅宅地
審議会委員に任命される
9月1日
全宅連法務指導委員会、重要事項
説明書を全面改訂し、配布
9月
全宅連、新テレビCM「頼れる四番
打者」編を放映。オーディションで
選ばれた田嶋幸代さんを起用
11月18日
全宅連、亀井静香建設大臣を表敬
訪問・土地流動化促進に関する政策
および税制について要望
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賃貸借媒介・管理全国研修会 全宅連国家受彰者会創立20周年
記念式典・祝賀会

亀井建設大臣に土地流動化促進政策等を要望『手付金保証業務マニュアル』
を発行

テレビCM「頼れる四番打者」阪神・淡路大震災で兵庫宅協を激励（平成7年1月）産学協調で明海大学と調印（平成6年8月3日）






















