１／２
2020/11/16
株式会社三好不動産

【主催：三好不動産 ／ 後援：福岡市】
WEBライブ同時配信
大切なパートナーと安心して暮らせる未来のために

第3回ＬＧＢＴライフプランセミナー開催
質問をチャットで受付、オンライン個別相談会も実施
不動産管理の株式会社三好不動産（福岡市：代表取締役社長三好修）は、11 月 21 日(土)
「第 3 回 LGBT ライフプランセミナー」を会場と WEB ライブ配信の同時開催をします。
本セミナーは LGBT の方を対象のライフプランセミナーで、2018 年よりパートナーシップ宣誓
制度を導入した福岡市より後援を受け、大切なパートナーと安心して暮らせる未来のために、パ
ートナーと家を借りる・購入する、その契約方法やペアローンについて、ま
た、生命保険を利用したパートナーへの財産承継の方法、公正証書など手続
等について各専門家が話をします。
また、今回よりセミナー開始前と終了後に個別相談会を設けました。セミナ
ー前にはオンラインでの個別相談（予約制）を、セミナー後は会場での相談
会を実施いたします。LGBT 当事者に向けたオンラインでの個別相談は初の
試みです。セミナー中は、WEB 参加者からの質問をチャット機能やオフィシャル LINE＠からリ
アルタイムで受け付け回答していきます。
【「すべての人に快適な住環境の提供をしたい」これが当社の基本姿勢】
当社は、2016 年より LGBT のお部屋探しの取り組みを開始。これまで外国人や高齢者、生活保
護受給者、災害時の住居提供、ＤＶで悩んでいる方のお部屋探しなど、様々なニーズにいち早く対
応してきました。それは、「すべての人に快適な住環境の提供をしたい」という当社の基本姿勢か
らで、それは LGBT に関しても同様です。当社代表の三好修と LGBT の啓発活動を行う NPO 法人
カラフルチェンジラボ代表理事三浦暢久様との出会いがあり、そこで LGBT の方々の住まいに関
する悩みや様々な課題があるという現状を知り、力になれればという思いから取り組みを始めまし
た。
【LGBT のお部屋探しを取り組んでいく中で、様々なご要望がありセミナー開催へ】
LGBT のお部屋探しを取り組んでいく中で、
「不動産購入に興味があるけどハードルが高そう」
「賃
貸と購入の違いを知りたい」
「同性カップルの場合の住宅ローンや相続について知りたい」
「住まい
に関して将来が不安だけど誰（どこ）に相談していいかわからない」等の声を多く頂くようになり
ました。こうした声に応えたく、LGBT 当事者の方のためだけのライフプランセミナーを福岡市の
後援を受け開催、今回で 3 回目となります。
【不動産購入の相談や公正証書を締結した実績も】
これまで、LINE からの不動産購入の相談や、実際に公正証書を結んだ同性カップルの方もいらっ
しゃいます。同性カップルにおいては、法律や制度における難しさもありますが、「今の制度でも
出来ることがある」ことを是非知っていただき、諦めないでほしいと思います。LGBT 当事者にと
って暮らしやすい社会になることは社会全体が暮らしやすくなることだと感じています。
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【九州レインボープライド 2020 では、
「三好不動産ちゃんねる」で 2 日間ライブ配信し情報発信】
去る、11 月７、8 日に開催した LGBT の啓発イベント「九州レインボープライド 2020」に当社
はメインのレインボースポンサーとして参加。今回は初の WEB 開催で、当社は、「三好不動産ち
ゃんねる」と題し、2 日間終日ダイバーシティをテーマに当社の取り組みを通じて番組を企画しラ
イブ配信を行いました。番組では当社管理物件オーナーも出演、オーナー目線で LGBT を考える
と題して話をしていただきました。視聴者から「普段聞けない、オーナーの話が聞けるのは貴重」
といったコメントもあり、反響をいただきました。

【視聴回数】
（1 日目）555 回
（2 日目）476 回
合計

1031 回。

【2020 年 10 月に当社社内規定における配偶者の定義を見直し、同性等パートナーに対して、配
偶者と同等の社内規定・福利厚生制度の適用を拡充】
当社は、2020 年 10 月より福岡市のパートナーシップ宣言の認定もしくは各自治体の同様の認定
を受けた社員に対し、配偶者として適用範囲の拡充を実施。同性等パートナーをもつ社員及びその
パートナーを対象とした、家族手当（社内規定）、結婚祝金（福利厚生）、本人弔慰金（福利厚生）、
家族弔慰金（福利厚生）の適用を受けることができるようになりました。尚、申請提出は、上長提
出ではなく、総務の直接の申請とすることで、むやみなカミングアウトや予期せぬアウティングに
ならないよう情報保護に努めています。
【LGBT ライフプランセミナーの詳細】
開催日時：2020 年 11 月 21 日（土） 14:00～15:55（受付 13:30～）
場
所：TKP ガーデンシティ天神 8 階
（住所：福岡市中央区天神 2 丁目 14-8 福岡天神センタービル８階）
別紙：LGBT ライフプランセミナーチラシ
本件お問合せ先 (株)三好不動産 社長室 広報課 川口恵子
TEL:092(7２5)5000
携帯:080(8584)3673
e-Mail: kawaguchi-keiko@miyoshi.co.jp
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ライフプランセミナー
不動産を観点にしたＬＧＢＴの方対象のライフプランセミナーを開催します。
不動産購入や生命保険、財産分与、必要な手続きのポイントなどについて
各専門家がお話します。
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WEB 配信

▼お申込みフォーム URL

当日 WEB ライブ配信での参加も可能です

要申込

14:00~15:55

福岡市による LGBT 支援

無料

https://www.miyoshi.co.jp/redi/lifeplan5311/

福岡市中央区天神 2-14-8

福 岡市の支援

参加

右の QR コードを読み取ると
直接申し込みフォームへ
アクセスできます。

場 所 ＴＫＰガーデンシティ天神８Ｆ

セミナースケジュール

名

14:00~14:10

福岡市の性的マイノリティ支援について

何でもご 相 談ください！

無料

個別相談会

賃貸 / 不動産購入･住宅ローン
生命保険 / 公正証書など手続き

福岡市市民局 人権部人権推進課 企画管理係長 村上 生世央 氏

現 状と課 題・取組み

LGBT パートナーシップの現状
NPO 法人 カラフルチェンジラボ
代表理事 あなたの のぶゑ 氏

不 動産購入

14:10~14:20
三好不動産の取組み・賃貸の課題
㈱三好不動産 スマイルプラザ別府店
店長 原 麻衣

for LGBT

14:20~14:40
不動産購入によるメリット、住宅ローンの使い方について 他

㈱三好不動産 執行役員 堂脇 善裕

生命保険

時間

予約
制

10:00~13:55

相談のご予約
※ご予約が必須です。
右 のＱＲコ ード から
予約をお願いします。

14:50~15:05

for LGBT
パートナーのための生命保険について 他

㈱三好不動産 資産管理部 財務コンサルティング課

LGBT のための公正証書 手続きによって
実現できること

植野 直孝
15:05~15:25

福岡市パートナーシップ宣誓書、生命保険、財産承継、
不動産購入（ペアローン）など必要な手続きのポイントについて 他

司法書士法人トウキ 代表司法書士 添田 恵一 氏

ト ー クセッション

オンライン相談会

15:25~15:55

会場 相談会
時間

15:55~ 終了まで

セミナー終了後、ブース
にてご相談を承ります。
※予 約 は 不 要です。直
接ブースまでお越しくだ
さい。

講師たちによる事例を交えてのトークセッション

三好不動産

https://www.miyoshi.co.jp/company/lgbt

10 月 OPEN！ 三好不動産の LGBT に関する取組みの紹介やご相談受付等のページができました。

福岡市

株式会社三好不動産
福岡市中央区今川 1 丁目 1-1
092-725-5000 9:00~17:00（日・祝休み）
mfriends344@miyoshi.co.jp

