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公益社団法人全日本不動産協会 

全日本不動産関東流通センター運営規則 
 

第１章  総  則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公益社団法人全日本不動産協会（以下「本会」という。）定款施行

規則第 51条の規定に基づき、全日本不動産関東流通センター（以下「本センター」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（事務所） 

第２条 本センターは、事務所を東京都千代田区に置く。 

 

（目的） 

第３条 本センターは、適正かつ公正な不動産取引及び不動産流通の円滑化の推進並びに

不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産流通業の健全な発達に寄与すると

もに、指定流通機構（以下「機構」という。）のサブセンターとして、機構の不動

産情報の迅速かつ円滑な流通を推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1)本会が運営する不動産流通システム「ラビーネット」を通じた不動産情報の 

収集及び提供に関する事業 

(2)機構その他の団体が運営する不動産流通システムに対する情報提供及び支援 

に関する事業（機構のサブセンター業務を含む。） 

(3)不動産流通の推進に資する高度情報化のための普及啓発及び研修に関する 

事業 

(4)流通機構制度に関する資料の収集及び提供 

(5)情報誌の発行その他の広報活動の実施 

(6)その他本センターの目的を達成するため必要な事業 

 

（事業の委託） 

第５条 本センターは、その運営上必要と認めるときは、前項に規定する事業の一部を運

営委員会の決議を受けて、他の者に委託することができる。ただし、重要な事業を

委託するときは、理事会の承認を受けなければならない。 

 

第２章  会   員 

 

（本センターへの所属） 

 第６条 本会定款施行規則第 51 条第１号に規定する正会員（以下「会員」という。）は、
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本センターに所属する。 

 

（運営協力金） 

 第７条 会員は、本センターの運営協力金（本会定款施行規則第 3条第 3項第 3号の運営 

協力金をいう。）として、別に定める入会金及び会費を納付しなければならない。 

２ 前項の入会金及び会費の額は、運営委員会の決議を経て、理事会の決議により別

に定める。 

３ 既納の運営協力金その他の既払金は、返還しない。 

 

（機構への加入義務等）  

 第８条 会員は、機構の不動産情報交換システム（以下「レインズ」という。）に対応し

た端末機を備え、機構及びレインズに加入しなければならない。 

 

（資格の喪失） 

 第９条 会員が本会の正会員の資格を喪失したときは、当該会員は、本センターの会員資

格を当然に喪失する。 

 

（流通センターによる綱紀処分） 

第10条 運営委員長は、当該会員が所属する地方本部長の同意を得て、会員に本センター 

運営細則第６条第１項に定める事由がある場合には、運営委員会の決議に基づき、 

当該会員に対し、注意、戒告又は本センターの所管するシステムの利用停止をする 

ことができる。 

２ 前項の綱紀処分を行う場合には、処分事由が明白な場合を除き、当該会員に対し、

その決議を行う運営委員会の前に、前条に準じ、書面又は口頭により弁明する機会

を与えなければならない。 

３ 運営委員長は、第１項の不利益処分を行った場合には、処分内容について当該会

員に通知するとともに、理事長及び当該会員が所属する地方本部長に報告しなけれ

ばならない。 

４ 運営委員長は、本センターの事務所に掲示する方法その他の適当な方法により、

第１項の綱紀処分の内容を公表することができる。 

 

第 3章  流通センター役員 

 

（種類及び定数） 

第11条 本センターに、次の流通センター役員を置く。 

(1)運営委員     ２０名以上３０名以内 

(2)流通センター監事 ３名以内 

２ 運営委員のうち、１名を運営委員長、５名以内を副運営委員長とする。 
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（選任） 

第12条 流通センター役員は、本センター運営細則第４条第２項に基づき割り当てた定数

に基づき、各地方本部の理事会の推薦を受け関東地区協議会の役員総会の決議によ

り選任する。 

２ 運営委員長候補者及び副運営委員長は、運営委員会の決議により選任する。 

３ 流通センター役員は、特別の事情のない限り、会員の中から選任しなければなら

ない。 

 

（運営委員の職務及び権限） 

第13条 運営委員長は、本センターを代表し、本会から委任された職務を行う。 

２ 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき又は運営委 

員長が欠けたときは、運営委員長があらかじめ指名した順位により、その職務を代 

行する。 

３ 運営委員は、運営委員会を組織して、本センターの業務に参画する。 

４ 運営委員は、理事の業務執行を妨げる行為をすることができず、理事会の決議に 

基づいて、理事長から、その職務に関して指示があった場合には、これに従わなけ 

ればならない。 

 

（流通センター監事の職務及び権限） 

第14条 流通センター監事は、運営委員の職務の執行を監査し、定款第 28 条に規定する

監事（以下「本会の監事」という。）に準じて、監査報告を作成する。この場合、

流通センター監事は、遅滞なく、その内容を運営委員会及び本会の監事に報告しな

ければならない。 

２ 流通センター監事は、いつでも、運営委員及び職員その他使用人に対し、事業の

報告を求め、本センターの業務及び財産の状況を調査することができる。ただし、

流通センター監事は、本会の監事の監査及び会計監査人の会計監査を妨げる行為を

することができず、本会の監事又は会計監査人から、その職務に関して指示があっ

た場合には、これに従わなければならない。 

３ 流通センター監事は、運営委員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそ

れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款その他本会の定める諸規則に違反す

る事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、本会の監事及

び運営委員会に報告しなければならない。 

４ 流通センター監事は、前項の報告のため必要があると認めるときは、運営委員長

に対し、運営委員会の招集を請求することができる。 

５ 流通センター監事は、運営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を

述べなければならない。 

 

（任期） 

第15条 流通センター役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する関東地区協議会の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げ
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ない。 

２ 増員又は任期の満了前に退任した役員の後任として選任された役員の任期は、前 

項の規定にかかわらず、他の流通センター役員の任期の満了する時までとする。 

３ 辞任又は任期満了により退任した流通センター役員は、後任者が就任するまで、

なお流通センター役員としての権利義務を有する。 

 

（解任） 

第16条 流通センター役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該流通センター

役員を選任した関東地区協議会の役員総会の決議により、当該流通センター役員を

解任することができる。この場合においては、当該流通センター役員に対し、当該

役員総会の決議の前に弁明する機会を与えなければならない。 

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。 

(2)職務上の義務違反その他流通センター役員としてふさわしくない行為があると

認められるとき。 

２ 前項の規定に関わらず、運営委員長である運営委員の解任は、理事会の決議を経

なければ、その効力を生じない。 

３ 運営委員会において運営委員長の解任申請の決議をしたときは、運営委員会にお

いて指名された運営委員は、理事長に対し、運営委員長の解任を申請しなければな

らない。 

４ 第１項の規定に関わらず、理事長は、いつでも、理事会の決議により運営委員を

解任し、本会の監事は、いつでも、その過半数の同意により流通センター監事を解

任することができる。 

 

第４章 運営委員会等 

 

（運営委員会） 

第17条 本センターに運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は、すべての運営委員をもって構成する。 

３ 運営委員会の議長は、運営委員長又は運営委員長が指名する運営委員がこれにあ 

たる。 

 

（権限） 

第18条 運営委員会は、理事会又はこの規則において定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1)理事会の決議に基づく本センターの業務執行の決定 

(2)運営委員の職務の執行の監督 

(3)運営委員長候補者及び副運営委員長の選任又は解任 

(4)運営委員長の解任申請の決定 

(5)会員への綱紀処分の決定 

(6)この規則の改廃申請の決定 



5 

 

２ 前項の決議は、総会又は理事会の決議に抵触するときは、その効力を有しない。 

３ 第１項の決議のうち総会又は理事会の承認を要するものは、その承認を得なけれ 

ば、その効力を生じない。 

 

（招集） 

第19条 運営委員会は、運営委員長が招集する。 

 

（決議等） 

第20条  運営委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営

委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、この規則の改廃申請の

決議は、総運営委員の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

２ 運営委員会に出席できない運営委員は、書面により、又は他の運営委員を代理人

として議決権を行使することができる。この場合、当該運営委員は、出席したもの

とみなす。 

３ 運営委員会は、必要に応じ学識経験者その他の者を運営委員会に出席させること

ができる。 

４ 運営委員会の議事の経過の要領及びその結果は議事録に記録し、保存しなければ

ならない。 

 

（常任役員会） 

第21条 本センターの事業をより円滑に遂行するため、運営委員会のもとに常任役員会を 

置く。 

２ 常任役員会は、正副運営委員長及び各専門委員長をもって構成する。 

３ 常任役員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。 

４ 常任役員会の議長は運営委員長又は運営委員長の指名する常任役員がこれにあ 

たる。 

 

（専門委員会） 

第22条 本センターの事業を円滑に遂行するため、運営委員会に次の専門委員会を置く。 

(1)総務財政委員会 

(2)倫理紛争委員会 

(3)研修広報委員会 

(4)企画ｼｽﾃﾑ委員会 

２ 本センターの事業を円滑に遂行するため特に必要があるときは、運営委員会の決

議を経て、特別委員会を置くことができる。 

３ 専門委員会の構成員の任期は、流通センター役員と同一とする。 

４ 前３項のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の決議により

別に定める。 
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第５章 会   計 

 

（事業年度） 

第23条 本センターの事業年度は、本会定款第 46条と同一とする。 

 

（事業活動計画及び予算） 

第24条 運営委員長は、毎事業年度の開始の日の 70 日前までに、次の書類を作成し、運

営委員会の承認を経て理事長に提出し、当該事業年度開始の日の前日までに、理事

会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 

(1)事業活動計画書 

(2)収支状況表 

２ 前項各号の書類の様式は、理事会において別に定める。 

 

（事業活動報告及び決算） 

第25条  運営委員長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、流通センター監事の監査 

を経た上で、運営委員会の承認を受けなければならない。 

(1)事業活動報告書 

(2)貸借対照表 

(3)収支状況表 

２ 前項の承認を受けた同項各号の書類は、毎事業年度の経過後 60日以内に理事長に

提出しなければならない。 

３ 第１項各号の書類の様式は、理事会において別に定める。 

 

第６章 雑   則 

 

（事務局） 

第26条  本センターの事務を円滑に処理するため、本センターに事務局を置く。 

２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の決議により別に定め 

る。 

 

（センター従業者の義務） 

第27条 本センターの運営に従事する者は、本センターの管理に万全を期すとともに、次 

に掲げる行為をしてはならない。 

(1)会員の利用について、正当な理由なくこれを制限し、又は特定の会員に対し公 

平を欠く取扱いをする行為 

(2)職務として定められた範囲を超えて会員間の取引に関与する行為 

(3)職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益に供する行為 

 

（指導及び監督） 

第28条 理事長は、本センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、
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運営委員長に対し、本センターの組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、

又は理事若しくは職員に、本センターの事務所に立ち入り、その組織及び事業活動

の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

２ 理事長は、前項の報告の聴取又は検査等のため必要があると認めるときは、本会

の監事又は会計監査人に対し、協力を求めることができる。 

３ 理事長は、前２項による報告の聴取又は検査等の結果、必要があると認めるとき

は、理事会の決議を経て、本センターに対し、勧告、命令その他の必要な措置を採

り、又は本センターに代わり、必要な行為を行うことができる。 

 

（規則の改廃） 

第29条 この規則の改廃は、理事会の決議による。 

２ 運営委員長は、この規則の改廃を必要と認めるときは、運営委員会の決議を経て、

理事長にその旨申請することができる。 

 

（細則等） 

第30条 この規則に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項は、運営委員

会の議決により別に定める。 

 

附  則 

 

１ この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項

に定める公益法人の設立の登記をした日から施行する。 

２ 旧運営規則（業務規則）（平成 24年 6月 4日最終改正）は、この規則の施行日に廃止す

る。ただし、旧運営規則（業務規則）に基づいてなされた決議又は制定された規程は、こ

の規則に抵触しない範囲においてなお効力を有するものとする。 

３ 移行の登記の日の前日までに諸規程に基づいて受理、付託又は審議されていた案件の手 

続は、移行の登記を停止条件として効力を生じる規程又は規則の規定にかかわらず、移行 

の登記後も、なお従前の例によることができる。 

 

附  則（平成 26年 3月 14日改正） 

 

この改正運営規則は平成 26年 4月 1日から施行する。 

※関東流通センター運営規則改正が本会理事会の承認を受けた日より施行する。 

 

附  則（平成 29年 10月 17日改正） 

 


