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提供：福岡市

5 月 17 日・18 日の 2 日間、（株）全国賃貸住

宅新聞社が毎年全国 4 会場で実施している賃貸業界

最大のイベント「賃貸住宅フェア 2017 in 九州」が

福岡国際センターで開催され、2 日間で 3,504 人

の賃貸オーナーや仲介・管理業者等が来場しました。

今 年 は、 全 60
の団体・企業がブ
ース出展を行った
他、昨年に引き続
き「DIY」の潮流
を受け、ホームセ
ンターの GooDay
による網戸張り講

座や水回り補修の実演などが人気を集めました。また、
全国行脚と銘打って全国的に知られる講師 8 名を迎え
るなど、人気の無料講座も更に充実。全 60 講座が実
施されましたが、リノベーション事例や入居者のクレ
ーム対応などは立ち見が続出したほか、福岡市におけ
る外国人旅行者の増加や海外企業の参入促進を背景
に、住宅宿泊事業法の施行を間近に控えた「民泊ビジ
ネス」セミナーは、特に賃貸オーナーからの注目を集
めました。

また、今年は福岡県宅建協会の創立 50 周年という
こともあって、宅建協会とハトマークの管理業協会で
ある「全宅管理」、「ふれんず宅建保証」が合同でハト
マークグループとしてブース出展を行いました。公益
社団法人として安心安全な住まいづくりを提供する協
会の取り組みや、全宅管理の会員のみ利用できる管理
ソフトや原状回復ソフト等のデモ機も設置して説明を
行うなど、ハトマークを来場者に広く PR しました。

以下は、人気セミナーの一部を紹介します。

公認民泊サイト運営会社が語る合法民泊の
作り方と新法のゆくえ

民泊は、違法民泊などの問題がありつつも、観光客
誘致のニーズや空室対策の有効手段として依然脚光を
浴びています。さらに今年 3 月に閣議決定された民泊

新法（住宅宿泊事業法）に後押しされ、賃貸オーナー
の民泊への関心は非常に高まっています。

自治体の認可を得た民泊のみを扱う民泊サイト
「STAY JAPAN」を運営する㈱百戦錬磨の鞍掛斉也
氏は、自社で手掛けた民泊施設を紹介しつつ、これか
らの展望や新法対応について語りました。訪日外国人
旅行者数の増加や大都市部の宿泊施設の稼働状況、

「Airbnb」の掲載物件数の増加等を分析すると、民泊
ニーズが増加する一方で、参入するホストも急増して
います。今後は法整備を契機にトラブルを解消させ、
サービスの内容・質を充実させていくことが求められ
るとのこと。福岡も旅行者の民泊利用率は高く、大阪、
東京に次ぐ第 3 位だといいます。

今後の民泊ビジネスを広げるアイデアとして、地域
の魅力を感じてもらう「体験」型や新法に対応したモ
デルに言及しました。新法では、民泊の営業日数の上
限が年間 180 日であるため、上限までは民泊として運
用し、残りをマンスリーマンションとして利用するこ
とや、別荘として利用することが提案されています。

意外に多い生前贈与の落とし穴
相続税対策の一つとして、生前贈与を選択する人が

多くいます。例えば、息子・娘・孫などの名義で銀行
口座を開設し、そこに毎年 110 万円を上限に振込むと
いう名義預金の方法です。

しかし、名義預金による生前贈与は、いざ税務調査
が行われると通用しない場合が多いと川野秀明税理士
は言います。平成 27 年度の相続税の申告漏れ財産の
45.2％が現金・預貯金、有価証券で占められています。
これは隠し財産が見つかった人が多いわけではなく、
被相続人名義の預貯金の他に「名義預金」口座の有無
やその口座の実質的所有者が誰かということまで税務
署が調査しているからと川野税理士は指摘します。

税務署は準備調査として、金融機関等に相続人と相
続人以外の家族の名義も含めて照会し、全員の預金の
有無及び残高を把握します。その上で調査を実施し、
名義預金があれば、実質の所有者が誰かという裏付け
を確認します。実質的所有者が被相続人と判定される

第 521 号　　2017 年（平成 29 年）7 月 15 日　 宅建ふくおか　 （昭和 54 年 10 月 11 日 第 3 種郵便物認可）



と生前贈与として取り扱われません。
税務署は、当初の口座開設手続きを行った者、預金

通帳の保管者、預金の利用状況の有無などから預金の
実質的所有者を判定しており、対策としては、①贈与
は受贈者が直接管理する預金口座に振込む、②贈与し
た金銭の無駄遣いがあってもとやかく言わない、③贈
与税の申告をさせる（非課税範囲であっても 0 円で申
告し証拠を残す。もしくは、少し超える金額で申告し、
少し税金を納めておく）、④贈与税の納付は受贈者自
ら納付する、⑤贈与者・受贈者双方の署名捺印のある
贈与契約書を作成しておく、などが挙げられるとのこ
とです。

不動産会社が知っておくべき家族信託の活用術
①共有名義の不動産や株式をなんとか解消したい、

②認知症になっても相続対策がしたい、③所得税対策・
相続対策で法人化したい、④障害を持つ子に家賃だけ
渡したい・・など、これらの悩みをズバッと解決する
ものが「民事信託」です、と（一社）民事信託協会理
事長の島田雄左氏。

制度は平成 19 年から始まっていますが、クローズ
アップされるようになったのは 2 年程前から。あやし
いと思われがちですが、実際には「目的が違法でない
限り、無限の可能性がある」制度とのこと。

基本的な仕組みは、不動産等の財産を持っている人
が「委託者」となり、その財産を「受託者」に預け（名
義を渡し）、運用・管理を任せます。そして、受託者
が管理・運用した財産を「受益者」が得るというもの。

「受託者」に家族（20 歳以上）を選定できることから「家
族信託」とも言われます。例えば、古家を解体し、相
続対策としたマンション建築・運用計画の進行中に本
人が認知症で意思能力を欠く状況になった場合、成年
後見制度であれば、マンション建築のための借入や建
築請負工事には裁判所の許可が必要となりますが、実
務上許可取得は困難です。しかし、事前に信託をして
おくことで、受託者が自由に運用でき、相続対策も可
能になります。

既存の制度では解決できなかった財産管理や遺産承
継の形が作れ、柔軟に資産承継ができる点に期待がか
かっています。

リノベで変わる地域のブランド力
現代を生きる人の暮らしに合わせるための手段とし

て既存物件のリノベーションを行い、どんな人がター

ゲットなのかを明確にすることも大切だが、リノベー
ションを通して地域に眠る価値を見つけ出し、人の共
感を呼ぶようなまちづくりをするとおのずと人が集ま
ってくる、と語るのはブルースタジオ専務取締役の大
島芳彦氏。地域の特色や歴史、そこで暮らす人々の情
など、その地域の宝となるものを探し、外部に分かり
やすい形で発信すると、それに共感した人は地域に愛
着が湧き、長く住み続けてくれるそうです。

ある事例では、リノベーション完了後に行う物件の
内覧会を地域の人も交えたイベントにして、見学者と
地域の人が交流できる場を設けました。その後、物件
の入居者で、内覧会にも参加した人にこの物件に入居
した最大の決め手を尋ねると、「地域の人の顔が分か
って安心できる」「この地域の人々が温かいので、こ
の地域の一員になりたいと思った」と語ることが多か
ったという体験からも、単に建物だけではなく、住み
たいと思わせる地域のブランド力が肝要なのだと実感
したそうです。

街の期待値を上げ住みたくなる場をつくる
仕掛けづくり

自らも設計事務所を営む川畠康文氏は、地元である
鹿屋市を盛り上げるべく奮闘の日々を送っています。
街のブランディングに向けて空き店舗を活用したデザ
インマーケットや既存店舗を回ってスタンプラリー等
のイベントを開催する他、商店街通りの名前を変更す
るとともに店舗やビルをリノベーションするなど様々
な事業に取り組んでいますが、その根幹は「自分が住
みたい場所をつくる」という想い。誰にとっても用の
ない街では衰退が進む一方であるため、自分が住みた
いと思う街づくりを通して、そのエリア（地域）とし
ての価値を上げ、街のファンをつくることがひいては
その街の活性化に繋がることになると語ります。

知り合いの農家が将来パン屋さんをやりたいという
想いに応えてリノベーションした店舗でパン屋をオー
プンしたり、廃校をゲストハウスに作り替えてその地
域でしかできない
体験を提供するな
ど、日常に目を向
けた取り組みは、
まわりの意識を変
え着実に街の盛り
上げの一翼を担っ
ているようです。
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社員総会・会員報告会では、諸隈達也総務委員長が司会を担当し、議長に選出された博多支部の梶山一雅
代議員と筑豊支部の髙木邦義代議員による進行の下、下記の議案の提案と報告が行われました。加藤龍雄会
長は、冒頭の挨拶で協会員の資質向上に努めると共に本会の社会貢献活動を通し、消費者からの高い信頼を
得られる協会事業を行っていきたい旨を述べました。

第１号議案　平成28年度事業報告承認の件

三好孝一専務理事が総説を、続いて各委員長が委員会等の事業報告を行い、社員からの承認を受けました。

第２号議案　平成28年度収支決算報告承認の件

東和眞財政委員長が決算報告を行い、続いて監事を代表し、岩永信昭監事より監査報告が行われ、社員からの
承認を受けました。

第３号議案　定款一部改正について

三好専務理事より「定款第 38 条（議事録）の議事録署名人を『出席した会長及び監事』から『出席した会長・
副会長及び監事』に改正する」定款の一部改正案が提案され、定款第 22 条（決議）に基づき議決を採り、結果、
総社員の議決権 3 分の 2 以上の議決を受け、定款の一部改正を行いました。

報告事項１　平成29年度事業計画報告について

三好専務理事が一括して報告を行いました。

報告事項２　平成29年度収支予算報告について

東財政委員長が予算報告を行いました。

報告事項３ 「飲酒運転撲滅宣言企業」
　　　　　    登録について

秋山伸也住環境整備委員長より 5 月 1 日の理事会・幹
事会で決議された「本会会員の飲酒運転撲滅宣言企業
としての一括登録を行うこと」を報告しました。

平成29年度

定時社員総会・会員報告会 開催
公益目的3事業

更なる充実を目指して
の

調査研究・
情報提供事業

啓発活動・
人材育成事業

地域社会への
貢献事業

　宅建協会（加藤龍雄会長）は 5 月 26 日にホテルオークラ福岡において、平成 29 年度社
員総会・会員報告会を開催し、当日 168 名の社員が出席する中、平成 28 年度事業報告・
収支決算報告及び定款一部改正の件のすべての議案について承認を受けました。なお、当日
は宅建協会社員総会・会員報告会に先立ち、保証協会福岡本部（加藤龍雄本部長）の定時総
会も行われました。
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（一社）九州不動産公正取引協議会（加藤龍雄会長）

は、6月16日に第45回定期社員総会を開催しました。

当日は、同協議会加藤龍雄会長、来賓である公正取
引委員会事務総局九州事務所所長 南雅晴氏、福岡県建
築都市部建築指導課参事補佐兼宅建業係長寺山治氏の
あいさつの後、審議に入りました。

①平成 28 年度事業経過報告承認の件②平成 28 年度
収支計算報告承認の件、監査報告③平成 29 年度事業経

㈱福岡県不動産
会館（執行龍美社
長）は、6月14日、博
多サンヒルズホテル

（福岡市博多区）に
おいて、第50期定
時株主総会を開催

し、全議案が可決承認されました。また、一昨年より営業開
始した㈱ふれんず宅建保証の第3期事業経過報告と会計
報告も併せて行われました。

なお、当社の株主総会は、昨年度より宅建協会の報告会
との同日開催から、単独開催となっています。

定時株主総会の開催にあたって、執行社長は「当社の
事業の柱は、ふれんず運営を中心とする流通事業、総代理
店事業の保険事業、契約書等の物品販売事業の3事業で
す。詳しい事業内容については、各担当から報告いたしま
す。また、当社の懸案事項としては、不明株主問題です。
現在、約1,800社の不明株主が存在し、会社法上処理ので
きる1,100社について、電子公告を行い、時間はかかっても
順次、裁判手続きを行って参りたいと思います。当社がも
つべき剰余金についても今後取締役会に於いて精査を行
い、適正な剰余金について検討したいと考えています。」と
あいさつしました。

過報告（案）承
認の件④平成 29 年度収支計算（案）承認の件が審議され、
全議案が承認されました。

平成 29 年度はインターネットよる「おとり広告」や
不当表示の取締り強化を事業計画に盛り込み、ポータ
ルサイトと連携した活動も計画しています。

同協議会では、事業者間における公正な競争の確保及
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、事業を実施していきたいとしています。

続いて、今林政秋専務より事業の概況説明を行い、各担
当部長より部門別の営業報告が行われました。

流通事業は、不動産情報ネット「ふれんず」のPC会員加
入率は、全会員の67％を占め、3,328社〔平成29年3月末現
在〕となり、アクセス数を示すPV（ページビュー）も5,804万
PVと過去最高を記録しました。

保険事業に関しては、保険業法の改正による事務負担
の増加に伴い、代理店数が減少傾向にあります。それと昨
年の長期火災保険期間の短縮による駆け込み需要の反動
もあり、保険手数料は減少しました。賃貸住宅総合保険「ラ
イフパートナーα」を保険商品とするレンタキャプティブ事業
は、毎月の保険事故検証会の効果もあり損害率が低下傾
向にありますが、漏水事故の増加に対処すべく、洗濯機の
水漏れ防止器具の普及促進に力を入れています。

次に、落雅扶総務兼経理部長より貸借対照表及び損益
計算書の報告が行われました。

定時株主総会の全議案は可決承認され、引き続き㈱ふ
れんず宅建保証の報告会に移りました。同社は平成27年
1月に営業がスタート。3年目となった今年3月末現在では、
会員数1,238社、売上は約2億2百万円、経常利益が約
7,240万円、純利益4,760万円と順調に推移しています。

最後に会員株主の皆様に更なる協力をお願いし、定時
株主総会を閉会しました。

定時株主総会を開催定時株主総会を開催平成29年度

㈱福岡県不動産会館

定 期 社 員 総 会 開 催
（一社）九州不動産公正取引協議会

第45回
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（株）福岡県不動産会館（執行龍美社長）は、6月1日より2017
年度版福岡県地価図の配信を開始しました。福岡県地価図は
昭和63年より宅建協会（加藤龍雄会長）が独自に実施する地
価調査の結果に加えて、国土交通省の公示地価、福岡県の基
準地価を地図上でまとめて確認することができるソフトです。今
年1月にリニューアルした福岡県地価図は操作性等が改善され
使いやすくなったほか、昨年度の地価調査より物件の価格査定
時に必要となる情報を調査項目に追加したことで、道路幅員・想
定面積・特記事項も新しく地図上で表示されるようになりました。

価格査定システムでも2017年度版に更新された最新情報を
事例として活用できるようになっており、より実態に即した査定書

㈱福岡県不動産会館研修
部会（原田博部長）は、4月13
日、福岡県不動産会館6階研
修ホールにおいて、「不動産
税務セミナー2017～宅建業
者のための相続税対策『相
続税 大増税時代を乗り切

る！』」を開催し、58名が受講しました。受講後のアンケート結
果を見ると、87.2％の受講者が「非常に有意義であった」、

「有意義であった」と回答しました。
同セミナーは、（公社）福岡県宅建協会及び㈱福岡県不動

産会館の顧問税理士である河口正剛氏が講師を務めました。

河口氏は、宅建業者による相続への関わりとして、不動産相続
の特徴、宅建業者の優位性や役割を示し、相続税申告の基本
から事例を交えて分かりやすく解説しました。終わりに、河口氏
は、「相続対策は宅建業者さんが入口のカギを握っています。
専門的なことは弁護士や税理士に委ね、協力関係を築き、共に
感謝されながらビジネスに結び付けましょう」と話し、受講者は
熱心に耳を傾けていました。

受講後のアンケートでは、「初歩的なことから具体的なケース
スタディの提示、問題点の掘り下げと限られた時間の中、有意
義だった」や「大変分かりやすく面白かった。相続や税金は難
しいと思っていたが、興味を持つことができて良かった」など有
意義であった旨の回答が多く見られました。

お問合せ先：㈱福岡県不動産会館　TEL：092-631-3333

を作成することが可能となっております。
PC会員の場合は、PC会員専用サイトより価格査定システム

会員の入会手続きを行うことで、すぐに価格査定システムと福岡
県地価図をご利用頂けます。PC会員ではない場合は、福岡県
地価図のみのご利用となりますので、ご注意下さい。

「価格査定システム」
   https://www.f-takken.com/satei_help/

「2017 年度版福岡県地価図」
   http://www.f-takken.com/chikazu/

詳細は下記ホームページを参照下さい。

宅建業者のための相続税対策
「分かりやすく有意義だった」と好評を博す

㈱福岡県不動産会館
不動産税務セミナー２０１７を開催不動産税務セミナー２０１７を開催

新規調査項目も追加

2017年度版

価格査定システム・福岡県地価図 配 信 開 始

　 年間価格（税別） 後期価格（税別）

ふれんずＰＣ会員 12,000 円 
（価格査定システム会員年会費）

ふれんず非ＰＣ会員 17,000 円 10,000 円
※ 2017 年度版福岡県地価図の利用期限は 2018 年 6 月末まで。
※価格査定システム会員の利用期間は入会日より 1 年間。
　次年度以降は自動更新。
※価格査定システム利用時、年会費とは別に査定書作成費
　〔1,000 円（税別）/1 回〕が発生します。
※後期価格は、非ＰＣ会員で 2018 年 1 月以降にご購入の方が対象。

※ 今回新しく追加表示される項目を含めて、宅建協会・不動産会館は
福岡県地価図に表示される情報を用いて利用者の皆様が行う一切の
行為について何ら責任を負うものではありませんのでご了承ください。

※本誌P.10に
　詳細掲載
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宅建協会（加藤龍雄会長）

は、宅建業免許申請書（更新・

変更用）や取引士の変更書式

の無料ダウンロードページを

開設しました。

このページは、宅建業の更新・
変更や取引士ご本人に変更事項が
あった際、行政（県土整備事務所）
等への提出に必要な書式をまとめ
ています。書式はすべてエクセル
形式であるため、入力も修正も簡
単に行えます。また、作成したデ
ータを保存すれば、次回の更新時・
変更時にも利用でき、紙の書式で
作成することに比べ、作業時間・
負担を大幅に軽減できます。

同ページには、書式ごとの記載
例・説明ページ（PDF）の他、宅
建業者の変更時に行政への提出が
必要な書類が一目でわかる「提出
書類一覧表」も設置していますの
で、ご活用下さい。

宅建協会会員サイトに免許申請書（更新・変更）や
取引士の変更書式のダウンロードページを開設！

■ 宅建協会会員専用サイトの「書式のダウンロード」コーナー

https://www.f-takken.com/member/shoshiki/gyosei1.html
免許申請書（更新用）　※宅建業免許の更新時

https://www.f-takken.com/member/shoshiki/gyosei2.html
宅建業者変更手続き 　※宅建業免許の申請内容の一部変更時

https://www.f-takken.com/member/shoshiki/gyosei3.html
宅地建物取引士変更手続き　※取引士の資格登録内容の一部変更時

※上記「会員サイト」にログインするには、全会員共通の ID・PW が
　必要となります。
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今回は、重要事項説明（以下「重説」という）の
調査実務において見落としがちな「がけ条例（※ 1）」
に関する問題を取り上げたい。

1．がけ条例とは？

「がけ条例」とは、がけ崩れから国民の生命・身体・財
産を守るため、一定の高低差のある土地の上下に居室の
ある建物の建築を制限するものである。例えば、福岡県は
高さ3メートル以上の「がけ（※ 2）」の上に建築する場合は、
がけの下端から高さの 2 倍の距離内に居室のある建物を建
築することができない【下記図説参照】。ただし、擁壁や
基礎・基礎杭等を設置し、がけ崩れの恐れがないと認めら
れる状態であれば建築可能となる（※ 3）。

2．問題になる場面は？

「がけ」は、土砂がむき出しのものはではなく、擁壁やブ
ロックで覆われているものが多い。買主がこの条例の適用を
受け、思ったような建築ができないときに問題が発生する。

例えば、古家付きの土地を購入し、解体して新築しようと
した場合、がけ条例により建築可能範囲が限られ、有効に
土地利用ができないケースや、旧宅と同じ場所に建築する
場合でも既存擁壁の補強、再設等が必要となり、思わぬ費
用がかかるケースなどである。このような事態が発生した場
合、重説で「がけ条例」について説明がないと、重要事
項説明義務違反を根拠に損害賠償請求をされる可能性が
出てくる。擁壁の補強ややり替え工事費用等がそのまま請
求され、高額になることが多い。

3．なぜ問題になる？

がけ条例の説明を見落としやすい理由は 2 つ挙げられ
る。1 つは、宅建業法 35 条（以下「法」という）に列挙
されていないからである。重説の説明範囲は列挙項目だけ
にとどまらず、買主と借主にとって重要な事項（とくに法令
上の制限事項）は、調査確認の上、説明義務を負う。裁
判例でもがけ条例の内容について業者に説明義務があると
判断されているのが実情である。

2 つ目は「がけ条例」の規制区域が行政への調査だけ
ではわからないからである。例えば、土砂災害警戒区域で

あれば、警戒区域の指定が予め行政でなされているが、「が
け条例」は「がけの高さが 3メートルを超える場合」という
定め方のため、現地でがけに当たるか否かに気づかなけれ
ばならない。

4．対策は？

では、宅建業者はどこに気をつけるべきか。まず、高低
差のある土地、特に既存擁壁が自分の背丈よりも高いような
土地の媒介には慎重になる必要がある。その上で、以下の
ような事項に留意して重説を作成することが肝要である。
（１）「がけ」について
　①  「がけ」が存在することの指摘【写真添付が望ましい。

がけの位置や行政窓口で確認した内容等を正確に記
載】。

　② 規制の概要や建築制限、造成などの制限内容を説明
【行政庁の資料、条例の該当条項の写し等の添付が
望ましい】。

　③ 建物の建築・建替え・増改築等をする場合、擁壁築
造等の条件を付されることがあるので、その旨及び相
応の費用が生じ、買主負担となることの確認

（２）擁壁について
既存擁壁がある場合には以下の内容も調査・確認、説

明しておく。
　① 法令に適合した擁壁であるか否か（宅造許可や建築

確認、検査済証の有無など確認）
　② 適法な擁壁でない場合は受ける可能性のある行政指

導・命令の内容
　③ 上記に基づく指導、是正命令等による費用の発生、

負担に関する事項

◆会員サイトに参考書式等をアップロードしております。
　�https://www.f-takken.com/member/shoshiki/
gyoumu3.html（IDとPW が必要です。）

※ 1：「がけ条例」は通称であり、福岡県では「福岡県建築基準
法施行条例 第 5 条」「福岡市建築基準法施行条例 第 5 条（福
岡市内のみ適用）」を指す。都道府県、特定行政庁ごとに指
定内容が異なる場合があり、他県の土地を媒介する場合には
注意すること。

※ 2：福岡県（福岡市）のがけの定義は「がけ（地表面が水平
面に対し 30 度を超える傾斜度をなす土地をいう。以下同じ。）
の高さ（がけの上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。）
が 3メートルを超える場合」である。

※ 3：詳細は福岡県、福岡市の HPを参照。
◆福岡県 HP 内の検索窓〔サイト内検索〕

◆福岡市 HP
福岡市ホーム ＞ くらし・手続き ＞ 住まい・引越 ＞ 建築に関す
る手続き等 ＞ 建築基準法・市条例に基づく許認可等 ＞ 「福岡
市建築基準法施行条例」、「福岡市建築基準法施行細則」に
ついて、にて閲覧可能

２× Ｈ

Ｈ

２× Ｈ

第５条第１項　 ２×Ｈの範囲内は、原則居室を有する建築物の建築はできない。

３ ０ 度

がけ条例
相談所日記 No.16

福岡県建築基準法施行条例 検索

福岡県建築基準法細則 検索
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賃貸不動産経営管理士試験

平成２９年度  宅地建物取引士試験のお知らせ

平成２９年度

のお知らせ

平成29年11月19日（日） 13時～14時30分（90分間）

福岡を含む全国11地域

12,960円（税込） 6,480円（税込）

受験要件なし　※試験合格後、資格登録を行うには以下の登録要件が必要です。
宅地建物取引士（証交付）又は協議会が定める賃貸不動産関連業務に２年以上従事している

又は従事していた方。

平成30年１月中旬予定

　　　　　　 平成29年８月16日（水）～ 平成29年９月25日（月）

　　　　　　　※資料請求はWeb又はFAXにて行えます。

　　　　　　 平成29年８月21日（月）～ 平成29年９月29日（金）※当日消印有効
3,980円（税込） 協議会HP等から購入又は一般書店にて取り寄せ。

平成29年10月15日（日）13時～15時（2時間）※ただし、登録講習修了者は、13時10分～15時
7,000円

平成29年11月29日（水）　※合格者番号の掲示、HP掲載及び本人への合格証書送付
【郵　　送】平成29年７月３日（月）～ ７月31日（月）

※簡易書留郵便で消印が上記期間中のものに限る

　　　　平成29年７月３日（月）～ ７月31日（月）

〇（一財）福岡県建築住宅センター（本部・北九州・筑後・筑豊事務所）　〇県庁建築都市部建築指導課

〇各県土整備事務所建築指導課（南筑後県土整備事務所は総務課）及び各支所　〇ジュンク堂書店福岡店

〇紀伊國屋書店（福岡本店・ゆめタウン博多店）

〇ブックセンタークエスト（小倉本店・黒崎井筒屋店・エマックス久留米店）　〇くまざわ書店小倉店

〇アカデミアサンリブシティ小倉店　〇丸善博多店　〇喜久屋書店小倉店

〇積文館書店（小田部店・筑紫野店）　〇福岡金文堂福大店　〇西南学院大学生活協同組合

詳細については下記URLよりご確認ください。

https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/　（賃貸不動産経営管理士協議会HP）

その他試験に関する詳細は　（一財）不動産適正取引推進機構HP

　　　　　　　　　　　　　〈http://www.retio.or.jp/exam/index.html〉をご確認ください。

お問い合わせ先　　　　　　（一財）福岡県建築住宅センター（試験専用）TEL: 092-737-8013

　　　　　　　　　　　　　（一財）不動産適正取引推進機構（試験部）　TEL: 03-3435-8181

試 験 日 時

試 験 地 域

受 験 料

受 験 要 件

登 録 要 件

受験手数料

試 験 日 時

合 格 発 表

申込受付期間

試験案内配布期間

福岡県内の配布場所

合 格 発 表

受験案内・申込書資料請求期間

受 験 申 込 書 受 付 期 間

公式テキスト

登 録 料

販 売 方 法
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「福岡県地価図」のみの販売となります。 （利用期間は２０１８年６月末まで。 ＰＣ１台のみの利用に限ります。）
　※福岡県地価図を購入後、PC会員へのご入会及び価格査定システムをご利用の際は、別途、価格査定システム年会費
　　（12,000円・税別）が必要となります。ご注意下さい。

2017年度版福岡県地価図　ＦＡＸ申込書 平成　　年　　月　　日

ご 商 号

ご 住 所

T E L

担当者名

（ 　   ）第 　  　 　 　  号

F A X

申込個数

免許
番号

　　県知事
国土交通大臣

E-Mail

□非ふれんずPC会員
□宅建協会　非 会 員　

年間価格

17,000円 10,000円

27,000円

後期価格

非ふれんずPC会員

宅建協会会員外

価格（税別）価格（税別）

（株）福岡県不動産会館
TEL：092-631-3333
FAX：092-631-3350

非ふれんずPC会員・宅建協会会員外の方 「2017年度版 福岡県地価図」6月1日よりリリース開始

■価格査定システム＆福岡県地価図　動作環境

お問い合わせ

※Java ScriptおよびCookieが必要　 ※印刷にはPDF表示ソフトが必要
※価格査定システムは、価格査定システム申込ページよりお手元のPCが
　ご利用可能かどうか確認頂けます。

詳しい内容はこちら ▶http://www.f-takken.com/chikazu/

詳しい内容はこちら
▶https://www.f-takken.com/satei_help/

O S 
メ モ リ
C P U
デ ィ ス プ レ イ
インターネット
常 時 接 続

・Windows 10/8/7/Vista
・該当Windowsがスムーズに動作する容量（1GB以上推奨）
・該当Windowsがスムーズに動作するCPU（2GHz以上推奨）
・1280×1024ドット必須（1600×1200、1920×1080（HV）以上を推奨）

・必須（ブロードバンド環境を推奨）

ブラウザソフト
・福岡県地価図

・価格査定システム

Internet Explorer 9以降　　　　　
Fire Fox 3.6以降
Internet Explorer 9以降（最新版を推奨）
Fire Fox 4以降（最新版を推奨）

ふれんずPC会員の方

※お支払いは利用（入会・査定書作成）月の翌月末に
　PC会費とともに一括で引き落としとなります。
※次年度以降は自動更新となります。

年会費　　　12,000円（税別）
査定書作成費  1,000円（税別）／回

福岡県地価図も福岡県地価図もリニューアルリニューアルしてして
使いやすくなりました使いやすくなりました

PC会員画面と地価図が連動！
ワンクリックでログインできます
複数のPCで地価図を閲覧可能に！

成約アンケートで収集された詳細な
成約事例が閲覧可能！
利用期間は申し込んだ日より1年間

11

22

33

44

55

様々な事例から選択し、簡単に売り
土地・戸建ての価格査定書（居住用、
宅地対象）を作成することが可能に！
※査定書を作成する場合、別途費用が掛かります。

『価格査定システム』とは『価格査定システム』とは

●価格査定システムの利用申込みは、
　ふれんず PC会員専用サイト「価格査定申込画面」
　より申込み下さい。（ＦＡＸでの申込みは受け付けておりません。）

価格査定も地価図も
利用可能に！

「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」
「価格査定システム」会員になれば、「価格査定システム」会員になれば、

※既に「価格査定システム」会員としてご利用頂いている方は、自動更新となりますので、６月１日より、そのまま２０１７年度版の価格査定システムと
　地価図をご利用頂けます。 お手続き頂く必要はありません。
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入 会 者 一 覧 表 期間 :  H29.04.01 〜 H29.05.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

東部支部 （01） 18087 ㈱ Good  Life 福岡
Good  Life 福岡  箱崎店 石松　豊 福岡県福岡市東区箱崎 1-12-22

（田中店舗 102 号） 092-645-1234 092-645-1244 H29.5.12

東部支部 （01） 18322 ㈲太洋建設 中村　良二 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 5-5-1-
2F 092-643-8800 092-643-8801 H29.5.12

東部支部 （01） 18368 flagship  house 内平　晃二 福岡県福岡市東区松香台 1-23-16
ロッジ松香台 102 号 092-410-0113 092-410-0114 H29.4.21

東部支部 （01） 18369 ㈱六花 石橋　和也 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央
1-11-18 092-692-5621 092-692-5631 H29.4.21

東部支部 （01） 18375 Nextate ㈱ 梅﨑　秀貴 福岡県福岡市東区若宮 3-3-22
Asiss ビル 101 092-674-1550 092-674-1560 H29.4.25

東部支部 （01） 18383 ㈲ライフスタイル 花田　孝則 福岡県古賀市中央 2-9-17 092-943-1669 092-943-1659 H29.5.16

博多支部 （01）
大臣 9160 三巴産業㈱

福岡支店 升水　直幸 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-2-3
博多駅前第一ビル 3F 092-292-6050 092-292-1276 H29.5.12

博多支部 （04） 14254 ㈱ルーム
博多ミスト店 廣井　涼介 福岡県福岡市博多区諸岡 3-1-35 092-588-5210 092-588-5211 H29.4.11

博多支部 （01） 18347 ㈱ネクステージ 辛川　公一郎 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-9-1
PA ビル 2F 092-432-4884 092-432-4449 H29.4.11

博多支部 （01） 18356 （同）福岡不動産センター 岩永　静香 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-26-14 092-452-7255 092-452-7260 H29.4.11

博多支部 （01） 18385 ㈱ K － HOUSE
REAL  ESTATE 串尾　貴幸 福岡県福岡市博多区吉塚 4-10-48-

福岡インタービル 3A 092-982-8083 092-982-2868 H29.5.19

博多支部 （01） 18390 ㈱マルセン 高山　政義 福岡県福岡市博多区博多駅南
3-15-27　マルセン博多ビル 092-452-0003 092-292-3357 H29.5.24

博多支部 （01） 18401 AB 不動産㈱ 安部　光弘 福岡県福岡市博多区祇園町 8-12-
1025 号（ロータリー大和） 092-710-4277 092-710-4278 H29.5.31

中央支部 （01）
大臣 9108 ㈱カムズ・コーポレーション

福岡店 友岡　孝康 福岡県福岡市中央区渡辺通 4-1-36
Bivi 福岡 3F 092-732-1235 092-732-1236 H29.5.12

中央支部 （03） 15071 新栄住宅㈱
日赤通り支店 森田　晋 福岡県福岡市中央区高砂 1-14-1 092-707-1156 092-707-1157 H29.4.11

中央支部 （01） 17121 西鉄不動産㈱
天神店 佐藤　三彦 福岡県福岡市中央区天神 2-8-49 092-712-2614 092-791-1531 H29.4.11

中央支部 （01） 18335 ㈱レック・コーポレーション 中野　由美子 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-4-30 092-737-7566 092-737-7576 H29.4.11

中央支部 （01） 18370 アカペラ㈱ 堀　宏實 福岡県福岡市中央区鳥飼 1-4-38-
101 092-761-8139 092-761-5792 H29.4.21

中央支部 （01） 18373 ㈱ SOLLIEVO 濱本　謙二 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-14-
12 092-752-1300 092-752-1300 H29.4.25

中央支部 （01） 18374 ㈱千手 綾香　博明 福岡県福岡市中央区高砂 2-16-8-
202 092-521-0111 H29.4.25

中央支部 （01） 18382 ㈱ネクストライフ 田中　則行 福岡県福岡市中央区天神 4-8-25-
1F 092-791-6030 092-725-0210 H29.5.16

中央支部 （01） 18399 ㈱フォーワード 中村　哲 福岡県福岡市中央区赤坂 1-14-29-
101 092-707-3910 092-707-3911 H29.5.31

南部支部 （01） 18281 ㈱大塚建築計画設計事務所 大塚　数義 福岡県福岡市南区大橋 1-2-3-6F 092-562-1218 092-562-1128 H29.5.12

南部支部 （01） 18384 ブルーム・エステート 山口　玉恵 福岡県福岡市南区清水 1-16-8- 第
2 明永ビル 607 号 092-408-6699 092-408-6701 H29.5.16

筑紫支部 （01） 18387 Minato　Design 太田　真彦 福岡県筑紫野市二日市中央 1-10-
19 092-775-6515 092-775-7804 H29.5.22

福岡西支部 （04）
大臣 5963 タクトホーム㈱

福岡店 板谷　健太郎 福岡県福岡市早良区小田部 1-12-1
SK スプリングスガーデン 3 092-687-8788 092-687-4588 H29.4.11

福岡西支部 （01） 18344 ㈱ YCC 山本　武史 福岡県福岡市城南区東油山 2-3-
26-602 092-834-4559 092-834-4560 H29.5.12

福岡西支部 （01） 18355 ㈱セルクル 若尾　赳志 福岡県福岡市城南区長尾 1-19-3 092-836-9780 092-836-9781 H29.4.11

福岡西支部 （01） 18371 ㈱グランムート 松元　智志 福岡県福岡市西区石丸 1-18-10-
307 092-407-8805 092-407-8806 H29.4.21

福岡西支部 （01） 18394 ㈱スマートデザインアソシ
エーション 須賀　大介 福岡県福岡市西区今宿駅前 1-15-18

マリブ今宿シーサイドテラス 3 階 092-517-4321 H29.5.24
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支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

福岡西支部 （01） 18402 ライフエステート伊都 小金丸　博文 福岡県福岡市西区上山門 2-25-31-1 092-981-2135 092-981-2168 H29.5.31

北九州支部 （07） 10886 ㈱ハウジングプラザ
北九州店 森山　錠太 福岡県北九州市小倉北区浅野 2-8-

4-1F 093-512-6363 093-512-3636 H29.4.11

北九州支部 （01） 18295 ㈱ PINOCCHIO 中野　真吾 福岡県北九州市小倉南区長尾
5-10-29 093-982-3418 093-982-1416 H29.4.11

北九州支部 （01） 18360 ㈱システム 1 古川　伸一 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣
3-10-10-1F 093-883-7955 093-883-7957 H29.4.11

北九州支部 （01） 18381 ㈱ TOWA 東　英夫 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東
町 2-25-7 093-611-0576 093-611-0616 H29.5.12

北九州支部 （01） 18396 ㈲魁翔 吉野　信幸 福岡県北九州市小倉北区白萩町
5-18-103（白萩光和ビル） 093-562-3711 093-562-3712 H29.5.26

北九州支部 （01） 18397 ㈱ハウスプラザ 安永　聖和 福岡県北九州市八幡西区本城東
5-15-8-2F 093-692-4092 093-692-4093 H29.5.26

久留米支部 （01） 18349 合名会社赤司廣楽園 赤司　新一 福岡県久留米市六ツ門町 20-6 0942-32-2585 0942-38-3443 H29.4.11

県南支部 （02） 16680 ㈱田中不動産
八女店 田中　秀保 福岡県八女市本村 445-2 0943-30-5508 0943-30-5501 H29.4.11

県南支部 （01） 18366 大坪建築㈱ 大坪　陽一 福岡県八女市上陽町上横山 1368 0943-54-2326 0943-54-3133 H29.4.17

筑豊支部 （05）
大臣 5407 ㈱東武住販

飯塚店 上堀　泰広 福岡県飯塚市新飯塚 15-10 0948-26-2888 0948-26-2889 H29.4.11

筑豊支部 （01） 18346 Cruise 中野　法子 福岡県田川郡川崎町大字安眞木字
林田 4909-1 0947-73-9085 0947-73-9086 H29.4.11

退 会 者 一 覧 表 期間 :  H29.04.01 〜 H29.05.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL 退会日

東部支部 （11） 5587 イースタン産業㈱ 野口　順四郎 福岡県福岡市東区多の津 4-8-1 092-611-4423 H29.4.25

東部支部 （02） 16892 親和不動産 蓑田　勇 福岡県福岡市東区香住ケ丘 3-28-25 092-671-4099 H29.4.26

東部支部 （01） 17310 ㈱ゼロアドバンス
香椎店 多々良　克彦 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-9-11

竜口ビル 2F 092-692-1574 H29.4.27

博多支部 （04） 13547 西日本物流㈱ 長水　正彦 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-19-22
博多西ビル 1F 092-474-0699 H29.5.1

博多支部 （02） 16278 ㈱シンワ美創 成村　康 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-20-1-7F 092-482-0101 H29.4.12

博多支部 （01） 17863 ㈱五大企画
博多営業所 久保　涼 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5

アサコ博多ビル 10 階 092-292-6195 H29.5.29

博多支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡
博多駅前店 和久山　翔 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-5

タカキビル 1 階 092-433-7291 H29.5.29

中央支部 （08） 8794 ㈱セイブコミュニティー 泉　澄男 福岡県福岡市中央区小笹 5-3-14-301 号 092-735-2555 H29.4.26

中央支部 （02） 15867 A ＆ C ㈱ 手島　博士 福岡県福岡市中央区清川 3-21-9 092-534-3521 H29.5.15

南部支部 （05） 12795 ㈱いがわ 井川　龍男 福岡県福岡市南区平和 1-29-32 092-533-0005 H29.5.16

南部支部 （01） 17953 ㈱ジャスティスアンドパートナーズ
高宮店 宮原　勝 福岡県福岡市南区玉川町 6-1

清ビル 1 階 103 号 092-559-5588 H29.5.15

福岡西支部 （05） 12745 太陽不動産 福山　臣吾 福岡県福岡市西区愛宕浜 4-18-3 092-407-6422 H29.5.16

北九州支部 （03） 14942 ㈲西日本ネット通信 小田　勝美 福岡県北九州市小倉南区湯川新町 4-24-3 093-932-5154 H29.5.29

北九州支部 （02） 16553 イーストライン 髙倉　江美子 福岡県北九州市戸畑区浅生 3-9-12 093-883-7918 H29.5.10

北九州支部 （01） 17347 ㈱アイ・コンセプト
北九州営業所 森松　聡 福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町 2-24-7 093-695-0611 H29.5.29

北九州支部 （01） 17750 おんが宅建 坂尾　謙三 福岡県遠賀郡芦屋町船頭町 2-18 093-222-3151 H29.4.24
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宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

ご存じですか
？

　宅地建物取引士証の更新には、法定講習会の受講が必要です。福岡県登録の宅建士証をお持ちの方

には宅建協会より有効期限約５ヶ月前の法定講習会のご案内（申込書）をお送りしております。是非

お申し込み下さい。なお他団体からも同じような案内状が届いておりますので、ご注意ください。

︿ 8 月～ 10 月は下記のスケジュールでご案内します。﹀

講　　習　　日 ご案内発送
8/22 ㈫ アクロス福岡、8/24 ㈭ 不動産会館、8/25 ㈮ 小倉興産 H29.6 月上旬

9/13 ㈬・9/14 ㈭ アクロス福岡、9/21 ㈭ 小倉興産 H29.7 月上旬
10/16 ㈪・10/17 ㈫ アクロス福岡、10/20 ㈮ 小倉興産 H29.8 月上旬

※宅建協会ホームページ（http://www.f-takken.com/kyoukai/syunin3.html）にて講習日程・時間割等ご確認いただけます。
※福岡会場は月に２回、北九州会場は月に１回開催しておりますので、指定日にご都合の悪い方は他の講習日

に変更することができます。
※従業員の方にもお知らせ下さい。
※自宅住所に変更がある方はご案内状が届きませんので主要な県土整備事務所で変更登録をお願いします。

℡  ０９２－６３１－２３２３　不動産会館４階

　  宅建協会の法定講習会は年３３回！
ご都合に合わせて講習日を変更できます。

法定講習会に関するお問い合わせ

受講料：8,000円（税別）
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お盆休みのお知らせ
　宅建協会、不動産会館、九公取、取引士の
各事務局は下記の日程でお休みいたします。
　ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほ
どお願い申し上げます。

平成 29 年 8 月 14 日（月）〜 8 月 16 日（水）

（不動産無料相談所も同様）

１０月　５日（木）  筑　豊　のがみプレジデントホテル 

１０月　６日（金）  久留米　久留米共同ホール 

１０月１１日（水）  北九州　北九州国際会議場 

１０月１２日（木）  福　岡　アクロス福岡

詳細につきましては、後日ＦＡＸにてご案内いたします。

平成 29 年 1 月 6 日に福岡市南区における建物の外
壁モルタルが落下した事故に続き、今年度に入ってか
らも博多区においてテナントビルの外壁や建物に設置
された屋外看板の一部が公道に落下する事案が発生し
ております。

幸いにも、落下によるけが人等はありませんでした
が、このような事案が続けて発生したことは重大なこ
とであり、一歩間違えれば人命に係わる大事故となる

恐れがあります。
いずれも建物等の経年劣化が原因と考えられ、日頃

の点検・補修などの適切な維持管理が重要となってお
ります。

建物を管理（所有）されている方におかれましては、
建物の適正な維持保全に努めていただきますよう宜し
くお願い申し上げます。

～既存建築物における適正な維持保全の徹底について（お願い）～

福岡市からのお知らせ

表紙について
「進化し続けるアイランドシティ」
　人工島に人が住み始めて 11 年目。今では九州一の超高層タワーマン
ションや３棟連結のタワーマンションの完成、九州最大規模のスパリ
ゾートのオープン・福岡市青果市場の開場、福岡市初の小・中連携教
育校の開校等により人口も 4,000 人を突破。
　今後は福岡市総合体育館の完成が平成 30 年と更に進化し続けるシテ
ィへと期待されます。

（撮影とコメント：東部支部　㈱香住不動産　酒見 佳司 氏）

日時　9月7日（木） 15：00～

場所　JR博多駅　博多口駅前広場
　　　賑わい交流空間

①業者票　②報酬額表　③帳簿（取引台帳）

④従業者名簿　⑤従業者証明書

⑥本人確認記録　⑦専任宅地建物取引士票

詳細は、宅建協会 HP 及び Facebook

等でお知らせいたします。

　第 4 回よか街福岡の開催日程・場所が決ま

りました。

　防犯・防災をテーマとした来場者参加型イベ

ントを開催します。

会員実態調査を実施します。
８月に実施いたします会員実態調査の調査項目
です。ご確認お願いします。

①〜⑤は不動産会館で基本書式を販売しています。
⑥は全宅連のホームページからご確認いただけます。
⑦は支部で発行しています。

実態調査のお知らせ

本誌掲載内容に関し、無断転載及び複写による不特定多数への頒布等による使用は固く禁じます。

日程・会場

平成29年度　業者講習会のお知らせ

予 定

第４回 よか街福岡のお知らせ
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国内通話し放題

折り畳みケータイ通常 2,200円/月が

ソフトバンクへ乗換え・新規ご契約限定プラン

必
要
書
類

対
象

株式会社福岡県不動産会館より
お得なご案内です。

国内通話し放題＋データ定額7GB

iPad 32ＧＢ Ｃｅｌｌｕlａｒ 通常 7,000円/月が

ず
ー
っ
と

※iPhone7やAndroidも別料金にて承ります。※別途端末代金がかかります。

※別途端末代金がかかります。

【注意事項】本プランの適用は会社、屋号(商号)を持たれている事が条件となります。

ず
ー
っ
と

期間限定
2017年
9月末まで
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