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1．媒介契約時の対応（改正宅建業法第34条の2第1項第4号）
（1）条文
　第三十四条の二　宅地建物取引業者は、宅地又は建
物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅
滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記
名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
四　当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対
する建物状況調査・・・（省略）・・・を実施する者
のあつせんに関する事項

（2）「あっせん」について
　ア�　ここでいう「あっせん」とは、単に建物状況調査

実施者（以下「調査事業者」）についての情報提供を
行うだけでは足りず、調査の実施に向けた具体的な
やり取りが行われるように手配することが求められ
ます。

　　�　例えば、調査事業者が作成する調査費用の見積も
りを依頼者に伝達することや、その後実際に実施す
るかの意向を確認することなどです。

　イ�　その前提として、媒介契約締結前に「建物状況調査」
の制度や仕組み、関連する「既存住宅売買瑕疵保険
制度」等を説明し、「あっせん」を依頼するか否か、
依頼者が適切な判断をできるようにすることが求め
られています。

　ウ�　その後、依頼者の意向を確認し媒介契約書に「あ
っせんの有無」を記載します。（※一般、専任、専属
専任のいずれの形態においても説明が必要です。）

（3）あっせんの対象となる「既存の建物」について
　人が居住する既存住宅（中古住宅）が対象です。戸建住
宅や共同住宅（マンション・アパートなど）も対象になり
ますが、店舗や事務所など事業用の建物は対象外です。

（4）留意点など
　ア�　買主からの媒介依頼に対しても同様の説明が必要で

す。なお、買主から建物状況調査をして購入したいと
いう申出があった場合、前提として、売主へ建物状況
調査をさせてもらってよいかの承諾も必要になります。

　イ�　売主によって既に建物状況調査がなされている場合
であっても、購入希望者に対して建物状況調査の制度
の概要を説明し、あっせんを希望するかを確認する必
要があります。

　ウ�　建物状況調査の実施費用は、建物状況調査の依頼者
（売主、購入希望者など）が負担するのが一般的です。

　エ�　国土交通省ホームページで建物状況調査を実施する
者についての紹介をしています。

　　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
　　kisonjutakuinspection.html
　オ�　建物状況調査の費用についての基準の設定はなく、

各調査実施者により費用は異なります。要する費用に
ついては、各調査実施者にお問い合わせ頂く必要があ
ります。

　カ�　調査の依頼者が購入希望者である場合、「建物状況調
査の結果の概要」及び「報告書」は購入希望者に渡さ
れます。購入しなかった場合、当該書類は購入希望者
の手元に残されますので、調査後の情報の取扱につい
ては、あらかじめ売主と購入希望者の間でご相談くだ
さい。

　キ�　「あっせん」行為は、媒介業務の一環として行われる
ため、媒介報酬と別に報酬を受けとることはできませ
ん。

　ク�　媒介業者が建物状況調査の実施主体になることは不
適当とされています（依頼者の同意がある場合は除く）。

改正宅建業法改正宅建業法 の施行に向けての施行に向けて No.２

　前号では、宅建業法の一部改正について全体の概要を説明しました。本号からは具体的に、取引の流れに沿っ
てどのような対応が求められるかを紹介していきます。まずは、取引の導入部分である媒介契約時の流れです。

媒介契約時のあっせんの流れ
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売買の取引に向けて依頼主（売主）と取り交わすこととなる媒介契約で
すが、国土交通省の標準媒介契約約款においては、有効期間は最長 3ヶ月
と定められており、媒介契約を継続するためには、依頼者と媒介業者双方
の合意に基づく更新が必要となっております。（※一般媒介契約の有効期
間は定められておりませんが、行政の指導では 3ヶ月以内。）
そして、更新の際に依頼者が文書でその旨を申し出ることとなっており
ますが、口頭での確認のみでとどめる人や自動更新されるものと勘違いす
る人がいるなどして、書面による記録がないことでトラブルになったとい
う問題も発生しております。そのようなトラブルを防ぐべく、依頼者及び
媒介業者が更新時にその内容を確認できるよう、依頼者から媒介業者へ渡
す文書のひな型として「媒介契約�変更・更新申込書」を作成いたしました。
本書面の利用方法として、事前に依頼者及び媒介業者が合意した内容を
記載しておき（内容を変更しない場合は、次回の媒介契約期間のみ記載し
ます）、依頼者が記名・押印して媒介契約期間内に媒介業者に渡すことで、
正式に媒介契約を更新頂けるようになっております。
会員サイトよりダウンロードできるようになっておりますので、媒介契
約更新時の書類としてぜひ活用ください。
なお、ふれんずらくらく契約書や売買王（最新版）につきましては、ア
ップデートにより書式を追加しております。

　ケ�　原則として宅地建物取引業者は、自身があっせんし
た調査実施者が行った建物状況調査の結果について責
任を負いません。ただし、既存住宅状況調査技術者の
資格の取消しを知りながらその者をあっせんし、その

現在、ふれんずへ掲載する物件には、1物件あたり通常
画像（最大 50 枚）に加えて、360 度全天球撮影カメラ
「THETA（シータ）」を利用して撮影した 360 度画像（最
大 10 枚）を掲載できるようになっております。360 度画
像は 1枚の画像で全方位を見渡すことができるようにな
っており、一般公開サイトに加え、業者間サイト上でも
閲覧できるようになりました。
併せて「THETA」の販売元である（株）リコーの法人
向けサービス「THETA360.Biz」にも対応しました。こ
のサービスでは、間取り図上の一部屋毎に 360 度画像を
リンクさせて、部屋の中を移動するかのように見せるこ
とが可能となるほか、360 度画像上に他の画像とテキスト
を埋め込んだり、テロップを流すことができるようにな
ります（事前に「THETA360.biz」サービスの契約が必要
となります）。
「THETA」を利用して物件の魅力を更に PRできるよ

者による調査結果によって売主又は買主に損害が及ん
だ場合などには、宅地建物取引業法の監督処分の対象
となる可能性があります。

うになりましたので、
ぜひご活用ください。
なお、「THETA360.
biz」の利用申し込み
やサービスの詳細に
つきましては（株）
リコーのホームペー
ジよりご確認くださ
い。
※�ふれんず上に掲載できる 360 度画像については
「THETA」で撮影した画像のみ対応しております。また、
「THETA360.biz」は（株）リコー社のサービスである
ため、宅建協会及びふれんず事務局ではサポート対応
等は致しかねます。ご了承ください。

「THETA360.biz」HP　https://theta360.biz/ja/

360度全天球撮影カメラ　　　　　  を利用してさらに物件をPR !
業者間サイト上での閲覧＆　　　　　　　　　　  に対応
360度全天球撮影カメラ　　　　　  を利用してさらに物件をPR !
業者間サイト上での閲覧＆　　　　　　　　　　  に対応
360度全天球撮影カメラ　　　　　  を利用してさらに物件をPR !
業者間サイト上での閲覧＆　　　　　　　　　　  に対応
360度全天球撮影カメラ　　　　　  を利用してさらに物件をPR !
業者間サイト上での閲覧＆　　　　　　　　　　  に対応

「THETA」「THETA」「THETA」「THETA」
「THETA360．b i z」「THETA360．b i z」「THETA360．b i z」「THETA360．b i z」

媒介契約更新時に売主から頂く文書としてご活用ください！媒介契約更新時に売主から頂く文書としてご活用ください！
「媒介契約 変更・更新申込書」ひな型を公開しました

https://www.f-takken.com/member/shoshiki/ ※全会員共通のID、PWが必要となります。会員サイトはこちら
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今年で設立 50 周年という節目の年を迎える宅建
協会（加藤龍雄会長、柴山利博よか街福岡担当副
会長）は、9 月 7 日、防犯・防災イベント「よか
街福岡」を JR 博多駅の博多口駅前広場賑わい交流
空間において開催しました。

福岡県が安心安
全でより住みやす
い街へ発展してい
くようにと願いを
こめた同イベント
は、今年で 4回目。
福岡市の共催、国

土交通省・福岡県・福岡県警察・九州旅客鉄道（株）
の後援を受けて、地域社会への貢献事業として毎年実
施しています。
当日は、あいにくの雨模様でしたが、精華女子高校
吹奏楽部や福岡市消防音楽隊などによる演奏、よさこ
いチーム JR九州櫻燕隊などが会場を盛り上げてくれ
ました。また、福岡県警のキャラクター「ふっけい君」
と学ぶ防犯ステージや防犯ブースの設置により、訪れ
た方に防犯・防災意識の向上を呼びかけ、更に、アン
ケート回答者には協会オリジナルの防犯ブザーと無添
加で人気の「CHICHIYA」の手作りジェラートをプ

レゼントするなど、楽しみながら学べるイベントとな
りました。
なお、アンケート結果を見ると、今後住みよい街づ
くりのために期待することは「高齢者や障がい者が住
み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援」「子
育てのしやすい住宅や居住環境の充実」、犯罪や事故
のない社会を作るために期待することは「子供や女性、
高齢者を犯罪から守るための取組の推進」、「飲酒運転
の取締りや飲酒運転撲滅運動の推進」、災害に強い街
にするために期待することは「災害時における情報伝
達体制の充実」、「防災知識の普及や防災訓練の充実
強化」、「緊急時の避難場所等の機能充実、帰宅困難
者の一時滞在施設の整備」などが上位を占めました。
この結果は行政へ報告し、今後の街づくりに役立てて
頂くよう要望しました。

報告事項

報告事項１　委員会事業報告について
各担当委員長等より上半期の事業報告が行われまし
た。（事業報告については、会員サイト〈https://www.
f-takken.com/member/〉をご参照ください。）
報告事項２　会務報告について
三好孝一専務理事より主な会務報告が行われました。

報告事項３　全宅連活動報告について
加藤会長より「平成 30 年度税制改正及び土地住宅
政策に関する提言書」を三好専務理事より「宅建業法
改正（重要事項説明書への建物診断あっせんの有無及
び賃貸借契約の際の ITを利用した重要事項説明」な
どについて報告が行われました。

より住みやすい福岡県のために

を開催
「第４回よか街福岡 ～日本一安心・安全な

まちづくりを目指して～」

２9年度 上半期事業を報告
社員（代議員）報告会

　宅建協会・保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・本部長）は10月27日に博多サンヒルズホテ
ルにて社員（代議員）報告会を開催し、参加社員（174名）に上半期の事業等を報告しました。
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人材育成委員会（宮内久滋委員長）は、平成 29
年 10 月 5日から 10月 12 日の間に業者講習会を
県下 4会場にて開催しました。同講習会は福岡県
の補助事業として県下の宅建業者を対象に福岡県
宅建協会が主催しているものです。

行政連絡事項のあとの人権研修では、福岡県建築都
市部建築指導課より「業務において取引の相手から同
和地区の存在に関する質問を受けた際に、宅建業者が
その存在について回答しなくても、宅建業法第 47 条
に抵触しないということを認識したうえで、顧客への
啓発に努めて欲しい」との話がありました。その後「あ
なたに伝えたいこと」というタイトルのDVD研修を
行いました。同作品は、インターネット時代における
同和問題をテーマにしたものです。
最後に、「業法改正に伴う既存住宅取引における宅
建業者の業務のポイント」をテーマに深沢綜合法律事
務所の髙川佳子弁護士（筑豊・県南会場）、柴田龍太
郎弁護士（北九州・福岡会場）に講演していただきま

宅建協会相談
所運営委員会
（鶴田誠二委員
長）は、全宅保
証協会福岡本部
と合同で、「不
動産相談員ブロ

ック研修会」を開催しました。今年度は 9月 12 日及
び 13 日に福岡・筑豊ブロック、9月 15 日に北九州ブ
ロック、9月 22 日に久留米・県南ブロックの 4会場
で実施され、合計 101 名の相談員が出席しました。
研修会の第 1部では不動産無料相談所に消費者が来
所した場合を想定し、相談事例に対してどのような処

した。
業法改正の中でも大きな改正点である建物状況調査

（インスペクション）について、特に詳しく解説され、
「今回の改正に伴い宅建業者として説明すべき事項が
増え、重要事項説明書等の書式も変更が必要になって
くるため、十分に注意して欲しい」と注意を呼びかけ
ました。
次回は 2月に本部講習会を開催しますので、是非ご
参加下さい。なお、講習会受講の際には、QRコード
のご持参をお願いいたします。

理を行うのが妥当であるか、班に分かれてディスカッ
ションしました。ディスカッションが終わると班の代
表者による解答が発表され、最後に問題の解説が行わ
れました。今回出題された事例は判断が難しい部分も
ありましたが、相談員同士で知恵を絞り、班としての
解答を導き出していました。
第 2部では大手町法律事務所の清成真弁護士の講義
が行われ、高齢者と不動産取引に関する事例や留意点
の紹介がありました。
鶴田委員長は、「不動産相談員にとって様々な知見
の習得や情報収集の場となったことでしょう。不動産
相談員の今後の益々の活躍が期待されます。」と話し
ています。

不 動 産 相 談 員 ブ ロック 研 修 会 を 開 催

平成29年度 業者講習会を開催

業法改正を詳しく解説
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この地引網大会は、東部支部の女性部会と青年部会が
中心となり、児童達の健全な育成を目的として実施して

いるもの。当日は
支部長のあいさつ
の後、参加会員と
子供達全員で海岸
の清掃を行いまし
た。その後、志賀
島漁業組合の方か
ら地引網の引き方

県南支部（秋山伸也支部長）は、9月 23 日にゆめタウ
ン大牟田・イオンモール大牟田にて「不動産フェア 2017」
を開催しました。ゆめタウン大牟田では、大牟田市・大
牟田市社会福祉協議会・大牟田市居住支援協議会の後援
を受け、不動産無料相談会を実施。賃貸・売買・空き家
対策・相続等様々な相談に対応。イオンモール大牟田では、
ふれんずを使った物件案内の他、「遺言書の作成」「家族
信託」「大牟田の防犯」「大牟田のDIY 賃貸の展望」に関
する特別セミナー、税・法律・保険ブースを設置。多く
の来場者で盛り上がりました。
また、10 月 14 日は大牟田地区防犯協会・大牟田警察署

等主催による「地
域安全大牟田市民
大会 2017」が大牟
田文化会館で開催
され、秋山支部長
が基調講演を行いました。「宅建協会としての防犯活動取
り組みについて」と題し、本会の社会的役割や、防犯ブ
ザー・性犯罪防止DVD等の製作・配布の他、夜回りパト
ロールの実施等、本会が県内の加盟率 9割を超えるスケ
ールメリットを活かし、長年積み重ねてきた防犯活動を
紹介しました。

南部支部（宮内久滋支部長）は、8月 24 日に西鉄高宮
駅において、南警察署との合同の防犯イベントを実施。
地域の安全と犯罪の抑止を目指す活動の一環として、駅
利用者等へ宅建協会オリジナル防犯ブザーと福岡県警の
防犯アプリ「みまもっち」のチラシを配布し、防犯活動
に努めました。
また、10 月 18 日には、南部支部事務所にて通算 9台目
となる青色防犯灯装備車（青パト）の寄贈式を実施。今
回は筑紫丘校区自治協議会へ寄贈しました。この青パト
は校区のパトロールに使われており、地域の防犯活動に

役立てられています。
宮内支部長は、「安全安心のまちづくりを目指し、今後
も防犯活動に貢献したい」と話しています。

の説明を受けた上で、子供達は期待に胸を膨らませなが
ら興奮気味に網に向かいました。当日は曇り空ではあり
ましたが子供達は目を輝かせ、汗をぬぐいながら、一生
懸命に網を引き、参加した会員約 170 名も童心に返って
声援を送ったり、「1日お父さん・お母さん」として一緒
に力を合わせました。
網を引き上げた結果は予想以上の大漁で、子供達から
大きな歓声があがりました。子供達は地引き網が終わっ
た後は同支部の役員の方々が用意したバーベキューや取
れたての魚をお腹一杯たべ、昼食後は同支部の役員の方々
が用意したゲームに興じるなど楽しい夏休みの 1日を満
喫しました。最後に子供達から東部支部の役員の方々に
感謝の気持ちが述べられました。子供達に楽しい夏休み
をプレゼントできた 1日でした。

県南支部   不動産フェア2017を開催
地域安全大牟田市民大会にて基調講演

東部支部（今林政秋支部長）は 9月 2日（土）に
志賀島海岸の海の家にて児童養護施設の子供達を招待
し、夏休み恒例の地引網大会を開催しました。

東部支部　「地引き網大会」「海岸清掃ボランティア」を開催

南部支部　高宮駅にて防犯グッズ配布＆自治協議会へ
青パト寄贈（9台目）
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安全・安心まちづくり 県民の集いふくおか

女性と子どもの安全
　　みまもり企業として 3年連続表彰3年連続表彰

宅建協会（加藤龍雄
会長）は、10月7日（土）
に福岡市のエルガーラ
ホールで開催された
「平成 29 年度安全・安
心まちづくり県民の集
いふくおか」に出席し、
「平成 29 年度女性と子

どもの安全みまもり企業」として、大曲昭恵福岡県副
知事より表彰状を拝受しました。これは、本会が犯罪
の抑止に向けた自主的な活動に積極的に取り組み、女
性・子どもが安全で安心して生活できるまちづくりの
推進に貢献したことが評価されたもので、平成 24 年
度に「防犯功労団体」に表彰されて以来、4度目の受
彰となります。

本会では、オリジナル防犯ブザーの製作・配布の他、
福岡県警察及び福岡県鉄道連絡協議会とともに駅の利
用者を対象とした「防犯ブザー無料レンタル事業」の
実施や、性犯罪防止DVD製作・配布等様々な防犯活
動を行っています。
加藤会長は、「安全・安心で住みよいまちづくりの
ため、今後も防犯活動に注力したい」と決意を新たに
しました。

福岡県では、社会全体で子育てを応援する気運を高めるため、県内の店舗・企業に対して、
18歳未満のお子様を持つご家庭を対象とした様々な「応援サービス」を提供する「子育て
応援の店」の登録を推進しています。宅建協会も2008年からこの募集に協力しています。

「子育て応援の店」として登録すると、登録証と店舗に
掲示するシンボルマークステッカーが配布され、登録店
舗情報が子育て応援の店のホームページに掲載されます。

平成 29 年 9 月末現在の「子育て応援の店」登録店舗
数は 20,956 店舗です。
子育て応援サービスは登録店舗が独自に決めること
ができます。具体的な例としては次に掲げるものがあ
ります。
なお、「子育て応援パスポート」サービスは、事前に「子
育て応援パスポート」の利用登録をした方限定のサー
ビスとなります。

① やさしいサービス
　�ミルクのお湯提供、託児サービスなど
② 便利な設備
　�キッズスペース、ベビーベッドの設置など

③ おトクなサービス
　�お菓子や粗品のプレゼント、ポイントサービス、
　�商品の割引など
④ 「子育て応援パスポート」サービス
　�お菓子や粗品のプレゼント、ポイントサービス、
　�商品の割引など

詳細は、下記ホームページよりご確認ください。
子育て応援の店推進事業ホームページ
　http://kosodate-mise.pref.fukuoka.lg.jp/kosodate/

《お問合せ先》
福岡県福祉労働部　子育て支援課　出会い・子育て応援係
　TEL：092 － 643 － 3311
福岡県「子育て応援の店」事務局（受託事業者（一社）エイ
ムアテイン内）
TEL：092 － 292 － 1663

福岡県 「子育て応援の店」に参加しませんか？
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２

該当書式
⃝�重要事項説明書　区分所有建物売買交換用／
　土地建物の売買交換用／土地賃貸借用

【改正の主旨】
　水防法第 15 条の８により、「浸水被害軽減地区」内
の土地において、土地の掘削・盛土又は切土その他土地
の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に
着手する日の 30日前までに、一定の事項について水防
管理者に届出なければならないこととなりました。

平成 29 年６月 19 日施行の水防法等の一部改正に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正により、
重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限等」に「水防法」が追加されました。

　宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の使用等
について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の
損害を被ることを防止するため、法令に基づく制限を重
要事項として説明するよう義務付けています。
　よって、今般、上記書式に水防法が追加されることと
なりました。

平成29年10月14日（土）
に福岡市の舞鶴公園西広場
にて、住宅情報プラザ福岡
（福岡県及び住宅関連団体
で構成）主催による住まい
について考えるきっかけを
提供する情報発信イベント

「住まいるフェア福岡2017」が開催され、宅建協会（加藤龍
雄会長）もブースを出展。物件検索コーナーや相談窓口を開
設し、ふれんずや協会事業のPRを行いました。
「住まいるフェア福岡」では築古空き家を活用したリノベー

ション物件の魅力や、ライフスタイルに応じてDIYを取り入
れた居住環境づくりをテーマとして、これからの住まいを考え
るトークイベントが行われました。また、クロス張り・ペイント・
タイル張りの体験イベント、子供たちがダンボールに木の葉や
枝を自由に飾り付けて自分だけのミニハウスを遊びながら作れ
る体験コーナーや、棟上げ体験、大工体験などのワークショッ
プなど、楽しく学べるイベントも多数用意。当日は雨模様との
予報でしたが、青空も雲間から見える中、多くの家族連れのお
客様が足を運び、家族団らんで楽しみながら学ぶ姿を見ること
ができました。

　水防管理者が指定する、洪水の際に浸水の拡大を抑
制する効用を有す『輪中堤防』や『自然堤防』が存す
る土地等の区域のこと

浸水被害軽減地区とは？

重要事項説明書の一部改正について （水防法）

「住まいるフェア福岡2017」に出展してふれんずをPR！
住宅情報プラザ福岡（福岡県及び住宅関連団体）主催による
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高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の

創設など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新た

な住宅セーフティネット制度が 10 月 25 日から始

まりました。

これを受けて、国土交通省は、９月 25日より「住
宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の申請を
開始しました。住宅確保要配慮者向け住宅の供給
促進を図るため、既存住宅等を改修して要配慮者
専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がそ
の実施に要する費用の一部を補助するものです。
〇応募・交付申請書の提出期間
　平成�29 年９月 25日（月）～

平成 30年２月 28日（水）　消印有効

本会では、この度の九州北部豪雨災害を受け

て会員より義援金を募り、福岡県に寄託するこ

とを決定しました。

　10月 4日に福岡県庁にて贈呈式が行われ、加藤
龍雄会長から小川洋福岡県知事に義援金が手渡さ
れました。贈呈式で加藤会長は、「被災された方々
に心からお見舞い申し上げるとともに、犠牲にな
られた方々に謹んで哀悼の意を表す次第です。本
会では被災された方々の復興支援の手助けとなる
よう会員より義援金を募りました。被災された皆
さまの復興にお役立ていただきますようお願い致
します」と話しました。
小川知事は、「多くの会員の方から義援金を集め
ていただき大変感謝しています。また、貴協会の
不動産情報サイトにいち早く被災者に対する物件
特集を組んでいただき、また、県が開設した応急
仮設住宅相談所にて相談員が直接物件を紹介して

〇応募・交付申請書の提出方法
　事務局まで、応募・交付申請書を郵送により提出

※��応募要件等の詳細については、交付申請要領を
ご覧ください。

※��交付申請要領・様式は、以下�URL�より入手して
いただくか、事務局までお問い合わせください。

いただいたことは、迅速で素晴らしいものだと思
います。」と話しました。本会では宅建協会義援金
口座を設立。会員各社や他県の宅建協会からの義
援金と本会の 100 万円を合わせた合計 5,912,701
円を福岡県に寄託しました。本会では今後も引き
続き福岡県と協力し被災者支援に努めます。

～「改正住宅セーフティネット法」施行に伴い、民間の空き家を

住宅確保要配慮者向け住宅として活用するための改修工事等を支援します～

平成 29 年度「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の募集開始

【事務局】
　スマートウェルネス住宅等事業推進室
　〒101-0051�東京都千代田区神田神保町３-25
　精和ビル６階
　TEL：03-6265–4905��FAX：03-6268-9029
　URL：http://snj-sw.jp

福岡県に義援金5,912,701円を寄託
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ＩＴを活用した重要事項説明（ＩＴ重説）とは
ＩＴ重説とは
・宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のＩＴを活用して行うもの。
・パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要。
・「宅地建物取引業法の解釈･運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。

ＩＴ重説を行える不動産取引
・賃貸契約に関する取引に限定。

・すべての宅地建物取引業者･宅地建物取引士についてＩＴ重説の実施が可能（事前登録等は不要。）。
ＩＴ重説を行える宅地建物取引業者・宅地建物取引士

ＩＴ重説のメリット

遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減
子息が遠方に就学するため、大学等の近くで下宿先を探
した後に、地元に戻った両親が契約者として重要事項説明
を受ける場合等、遠方の宅建業者を再度訪問することは、
移動にかかる時間や交通費の負担が大きい。

⇒時間コストや費用コストを軽減することが可能

重説実施の日程調整の幅の拡大
仕事で平日には十分な時間が取れない、あるいは長時間
家を空けることが難しい場合等、重要事項説明の日程調
整が難しい。

顧客がリラックスした環境下での重説実施
不動産取引に不慣れであり、宅建業者の店舗で説明を
受ける際に緊張してしまう場合や重要事項説明に専門用
語が含まれていて、説明内容を十分に理解できない。

来店困難な場合でも本人への説明が可能
契約者本人が重要事項説明を受けることができるものの、
怪我等により外出が困難な場合、代理人等により対応せ
ざるを得ない。

ＩＴ重説のメリット

⇒日程調整の幅を広げることが可能

⇒自宅等のリラックスできる環境での重説が可能 ⇒本人が外出できない場合でも重説が可能

ＩＴ重説にかかる遵守事項

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に規定しており、遵守しなければならない事項。

双方向にやりとりできるＩＴ環境の整備

遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減

顧客がリラックスした環境下での重説実施

重説実施の日程調整の幅の拡大

来店困難な場合でも本人への説明が可能

重要事項説明書等の準備とＩＴ環境の確認

重要事項説明書の事前送付

宅地建物取引士証の確認
等

その他、「ＩＴ重説にかかる留意事項」もございます。
詳細は下記HP の「賃貸取引に係るＩＴを活用した
重要事項説明実施マニュアル」よりご確認ください。

国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/
const/sosei_const_fr3_000046.html

ＩＴ重説で必要とされるＩＴ環境については、一定の機能を有していることが求められるため、使用機器に留意が必要。

ＩＴ重説で求められるＩＴ環境
ＩＴ重説で必要とされるＩＴ環境については、一定の機能を有していることが求められるため、使用機器に留意が必要。

ＩＴ重説で求められるＩＴ環境

※使用機器の詳細につきましては、国土交通省HP
　（下部）をご確認ください。

賃貸仲介のIT重説、10月より スタート!
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.08.01 ～ H29.09.30

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） 17324 ㈱フォーナイン香椎駅前支店 鹿子島　寿徳 福岡県福岡市東区香椎駅前 3-5-15 092-719-1855 092-719-1856 H29.8.7

東部支部 （01） 18468 ケイアイスタービルド㈱ 渡部　瑞樹 福岡県福岡市東区松崎 2-14-14 092-719-1177 092-719-1188 H29.8.7

東部支部 （01） 18489 合同会社ケイズ創建 田中　一明 福岡県福岡市東区香住ケ丘 2-15-21
しのはらビル 501 092-719-1130 092-719-1131 H29.8.9

東部支部 （01） 18506 ㈱アトムズ 津田　伸二 福岡県福岡市東区香椎駅前 1-17-
15 092-663-5780 092-663-5781 H29.8.25

博多支部 （12）
大臣 1672 昭和住宅㈱福岡支店 渡邉　俊輔 福岡県福岡市博多区祇園町 2-35

プレスト博多祇園ビル 4F 092-273-1778 092-273-1779 H29.8.7

博多支部 （01）
大臣 9185 常盤商事㈱福岡支店 大坪　和広 福岡県福岡市博多区綱場町 5-1

初瀬屋福岡ビル 2階 092-281-3040 092-291-8623 H29.8.7

博多支部 （01）
大臣 9210 ㈱ハウスメイトマネジメント九州統括本部 古賀　隆行 福岡県福岡市博多区博多駅東

1-11-5　アサコ博多ビル 4F 092-431-9177 092-431-9177 H29.9.11

博多支部 （01）
大臣 9239 ㈱拓匠開発福岡営業所 乗添　勝徳 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-23-6

トーカンマンション博多駅前第 8-102 号 092-260-9156 092-510-7387 H29.9.15

博多支部 （02） 16916 ㈱エフ・ユープランニング博多支店 豊福　圭介 福岡県福岡市博多区比恵町 10-32
リアンレガーロ博多ステーション1F 092-260-3918 092-260-3917 H29.8.7

博多支部 （01） 18452 ㈱ホゼナル 菊池　欣也 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-13-18　PondMumHAKATA3F 092-483-1777 092-483-2777 H29.8.7

博多支部 （01） 18478 ㈱フリーセレクト 中村　治郎 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-13-9 092-477-8011 092-477-8012 H29.8.7

博多支部 （01） 18479 ㈱プラスワン 宮本　正一郎 福岡県福岡市博多区空港前 2-5-40
スカイビル 403 092-292-2017 092-292-2017 H29.8.7

博多支部 （01） 18481 ㈱ザ・ラン 李　慧麗 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-33-11-201 092-292-9508 092-292-9508 H29.8.2

博多支部 （01） 18487 ㈱ SE不動産 浦冨　英二 福岡県福岡市博多区吉塚 2-20-3-
103 092-775-5577 092-775-5578 H29.8.9

博多支部 （01） 18496 Herios ㈱ 齊藤　泰佳 福岡県福岡市博多区対馬小路 12-
13-7F 092-272-5850 092-292-0342 H29.8.16

博多支部 （01） 18513 ㈱あすみエステート 稲富　千里 福岡県福岡市博多区博多駅南
3-10-23 092-433-6607 092-432-0968 H29.9.11

博多支部 （01） 18518 ㈱シャロームインベストメント 鋲賀　仁志 福岡県福岡市博多区中洲 5-3-8
アクア博多 5F 092-287-9577 092-287-9501 H29.9.6

博多支部 （01） 18530 ㈱リフレクト 児島　豊 福岡県福岡市博多区比恵町 7-20-
2F 092-477-9091 092-431-0229 H29.9.25

中央支部 （03）
大臣 6864 東洋プロパティ㈱九州営業部 塩島　定義 福岡県福岡市中央区天神 1-12-7

福岡ダイヤモンドビル 092-735-1040 092-735-1041 H29.9.11

中央支部 （01） 18033 ネクスウェイブ㈱ 木下　晃一 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-14
パグーロ薬院 6F 092-791-3625 092-791-3626 H29.9.11

中央支部 （01） 18474 ㈱フロンティア管理 河村　博文 福岡県福岡市中央区天神 1-9-17 092-406-9643 092-406-9644 H29.9.11

中央支部 （01） 18485 ㈱ピーキューブ 河野　眞 福岡県福岡市中央区大宮 1-6-3　
都セントラルコーポ 2F-B 号 092-521-2376 092-521-2637 H29.9.11

中央支部 （01） 18488 ㈱ Land　trade　industry 堀　みゆき 福岡県福岡市中央区伊崎 10-4 092-739-2226 092-739-2226 H29.8.9

中央支部 （01） 18495 ㈱ Bayline 大崎　浩次 福岡県福岡市中央区高砂 1-20-18
ヒエダデザインビル 401 092-406-7193 092-406-1278 H29.8.16

中央支部 （01） 18508 プランスタイル 田原　陽子 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-3-31-
1211 092-707-0652 092-707-0647 H29.8.25

中央支部 （01） 18526 新栄不動産販売㈱ 木庭　律明 福岡県福岡市中央区大名 2-11-25 092-762-5788 092-762-7721 H29.9.25

中央支部 （01） 18531 ㈱アオイコンサル 大崎　未奈子 福岡県福岡市中央区赤坂 1-7-5
（ロマネスク赤坂第 2　802 号） 092-517-9316 092-741-6858 H29.9.25

中央支部 （01） 18538 ㈱ ESTAS 山口　友和 福岡県福岡市中央区白金 1-12-24
Pt.1224　303 092-534-8866 092-534-8867 H29.9.27

南部支部 （03）
大臣 7441 ㈱ピーアイコーポレーション福岡支店 松村　光晴 福岡県福岡市南区玉川町 18-13 H29.9.11

南部支部 （01）
大臣 9194 ㈱大興不動産福岡営業所 川添　好純 福岡県福岡市南区清水 3-24-32 092-555-2816 092-555-2690 H29.8.7

南部支部 （06） 12535 三井不動産リアルティ九州㈱大橋センター 山中　謙司 福岡県福岡市南区大橋 1-6-1 092-559-8231 092-562-2431 H29.9.11

南部支部 （01） 18512 ㈱ライブネクスト 吉川　健一 福岡県福岡市南区長丘 4-1-2-102 092-710-2552 092-710-2553 H29.9.1

南部支部 （01） 18516 河野プランテック㈱ 河野　博成 福岡県福岡市南区若久 1-23-17-1-
1F 092-710-2572 092-710-2573 H29.9.11

南部支部 （01） 18521 Yes ！不動産 松田　貴志 福岡県福岡市南区横手 2-17-8 092-581-2981 092-582-8882 H29.9.11

南部支部 （01） 18529 ㈱リメイクワークス 井川　信治 福岡県福岡市南区高宮 3-9-1-201 092-600-7388 092-600-7389 H29.9.25

筑紫支部 （10）
大臣 2880 積和不動産九州㈱福岡南仲介営業所 緒方　正成 福岡県大野城市仲畑 1-3-20 092-588-0580 092-588-0581 H29.9.11

筑紫支部 （04） 14334 ㈱よかタウン福岡南営業所 山本　庸平 福岡県筑紫野市杉塚 2-12-5 092-918-1818 092-918-1819 H29.9.11

筑紫支部 （01） 18416 イエノコト㈱ 淀川　洋子 福岡県太宰府市通古賀 5-2-3 092-929-2525 092-929-2526 H29.9.11
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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

筑紫支部 （01） 18494 Fujinari ㈱ 佐藤　直也 福岡県大野城市旭ケ丘 2-13-25 092-929-0525 092-929-0527 H29.8.14

筑紫支部 （01） 18515 ㈱グッドホーム 大久保　真実 福岡県大野城市大城 1-23-6 092-503-7880 092-503-7881 H29.9.4

福岡西支部 （11） 5937 ㈱未来図建設西営業所 萩原　亮 福岡県福岡市早良区野芥 2-1-46 092-865-8877 092-865-8875 H29.8.7

福岡西支部 （03） 15292 ㈱トータテ都市開発九州福岡西営業所 柴田　哲郎 福岡県福岡市西区室見が丘 2-4-7 092-812-5516 092-812-3163 H29.9.11

福岡西支部 （01） 18498 ㈱ OKAMOTO 岡本　文利 福岡県福岡市西区福重 2-2-44 092-518-0738 092-518-0738 H29.8.18

北九州支部 （01） 18482 ㈱エルドールテクノス 村上　英明 福岡県行橋市南泉 2-13-12 0930-24-2780 0930-24-2780 H29.9.11

北九州支部 （01） 18483 ㈲グレースホーム 鈴木　剛 福岡県行橋市南大橋 5-5-13 0930-26-8181 0930-26-8182 H29.8.7

北九州支部 （01） 18491 ライフファクト㈱ 川島　雅二 福岡県北九州市小倉南区八重洲町
11-16 093-383-1004 093-964-0009 H29.8.10

北九州支部 （01） 18492 すまいるホーム荒木 荒木　雅典 福岡県北九州市八幡西区北筑
2-19-30 093-602-8531 093-602-8531 H29.8.14

北九州支部 （01） 18493 ㈱ HOMER 細川　千春 福岡県行橋市大橋 3-6-16 0930-24-3773 0930-24-3776 H29.8.14

北九州支部 （01） 18502 みまもり企画㈱ 畠中　裕二郎 福岡県北九州市小倉北区三萩野2-9-18
光生ビル 401 093-982-0688 093-982-0689 H29.8.22

北九州支部 （01） 18524 イーホーム㈱ 安枝　博信 福岡県北九州市小倉北区足原
2-10-16�2F 093-952-1060 093-952-1061 H29.9.22

北九州支部 （01） 18525 とまと不動産㈱ 松屋　隆士 福岡県行橋市西宮市 4-1-14 0930-23-9562 0930-25-2016 H29.9.25

北九州支部 （01） 18534 ㈱サンタリーフ 宮田　幸雄 福岡県遠賀郡水巻町猪熊 1-7-20 093-202-7776 093-202-7776 H29.9.25

久留米支部 （01） 17953 ㈱ジャスティスアンドパートナーズ上津バイパス店 矢野　健太郎 福岡県久留米市荒木町白口 1372-2 0942-51-3500 0942-51-3501 H29.8.7

久留米支部 （01） 18522 ㈱かがし屋 半田　元博 福岡県うきは市吉井町清瀬 477-4 0943-75-2155 0943-76-3434 H29.9.11

筑豊支部 （01）
大臣 8700 大英産業㈱飯塚店 井上　剛気 福岡県飯塚市片島 1-8-93 H29.9.11

筑豊支部 （04） 14254 ㈱ルーム飯塚店 福澤　秀紀 福岡県飯塚市柏の森 153-5 0948-30-3100 0948-30-3101 H29.9.11

筑豊支部 （01） 18500 ㈲セントコーポレーション 古賀　利広 福岡県飯塚市柏の森 623-4 0948-23-3333 0948-43-8333 H29.9.11

筑豊支部 （01） 18501 ㈱アップオン不動産 徳山　東吉 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野
3765-26 09496-6-8993 09496-6-8993 H29.8.21

筑豊支部 （01） 18523 ㈱エリアプラス 西郡　佳 福岡県直方市大字感田 2685-3 0949-28-7262 0949-28-7263 H29.9.14

退 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.08.01 ～ H29.09.30

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 （04） 13698 Arrow・Up㈱ 矢山　幸子 福岡県糟屋郡新宮町下府 3-18-1-203 092-963-5088 H29.8.3

東部支部 （02） 16071 ㈱センチュリー不動産福岡東営業所 嶋田　勉 福岡県古賀市中央 1-3-1 092-719-0011 H29.8.1

東部支部 （01） 17236 ㈱楽しい住まいわが家 北村　正俊 福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦 2-12-3 092-980-5071 H29.8.28

東部支部 （01） 18250 ㈱大地コンサルティング 安武　鎮男 福岡県古賀市天神 5-1-6-101 092-710-8210 H29.9.14

博多支部 （03） 14680 ㈱キョウエイ企画 岩崎　秀昭 福岡県福岡市博多区吉塚 3-25-15 092-611-9630 H29.8.29

博多支部 （03） 14745 ㈱寿恵広 平出　貴之 福岡県福岡市博多区南本町 2-1-9
柊ビル 3F 092-581-0306 H29.9.4

南部支部 （06） 12319 ジュピター㈲ 飛鳥　俊代 福岡県福岡市南区曰佐 4-27-11-101 号 092-575-3033 H29.8.17

筑紫支部 （07） 9823 林田不動産 林田　道廣 福岡県朝倉市甘木 585-3 0946-22-3803 H29.8.30

福岡西支部 （10） 6057 ヤマシロホーム㈱ 山下　利治 福岡県福岡市西区内浜 1-13-12 092-891-7460 H29.8.30

福岡西支部 （04） 13937 ㈱ふるかわ 古川　聖史郎 福岡県福岡市早良区原 6-29-21 092-801-4160 H29.8.25

福岡西支部 （01） 17274 ㈱エフォート 51 小田　謙二 福岡県福岡市早良区曙 2-1-14-1 号 092-407-4151 H29.9.25

北九州支部 （06） 11896 山商 水野　千壽代 福岡県北九州市小倉北区明和町 9-1 093-551-0880 H29.8.28

北九州支部 （01） 17141 ジンラック㈱ 下司　宏 福岡県北九州市小倉北区片野 5-9-3
（プリンセス片野Ⅰ -3F） 093-932-1327 H29.9.28

久留米支部 （07） 10770 上村合名会社 上村　好 福岡県久留米市田主丸町田主丸 590-1 0943-72-2161 H29.8.29

久留米支部 （05） 12757 ㈱龍乃組 髙山　進五 福岡県久留米市北野町中 871 0942-41-3977 H29.8.28

筑豊支部 （06） 12351 ゆき不動産 植髙　泰子 福岡県田川郡糸田町 1861-56 0947-26-4774 H29.9.28

第 523 号　　2017 年（平成 29 年）11 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）



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

には有効期限の約５ヶ月前に宅建協会より法定講習会のご案内 ( 申込書 ) をお送りしておりますので、

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。

更新対象の方へは下記のスケジュールでご案内する予定です。（1 月～ 3 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
H30年６月 1/16（火）・1/17（水）アクロス福岡、1/23（火）小倉興産 H29.�11月上旬
H30年７月 2/15（木）・2/16（金）アクロス福岡 H29.�12月上旬
H30年８月 3/19（月）・3/20（火）アクロス福岡、3/13（火）小倉興産 H30.�� 1月上旬

※ホームページにて講習日程、講習時間割等ご確認いただけます。
��　　　　http://www.f-takken.com/kyoukai/syunin3.html
※指定された講習日にご都合の悪い方は他の日程に変更できます。
※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毎月実施
　　講習日変更も可能です！

法定講習会に関するお問い合わせ

HP

受講料：8,000円（税別）
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探しています！！
退会株主リスト公開中

　市場動向の把握に繋がり、賃貸オーナーへの賃料設定や建設等を提案する際にも役立つ指標とすべく実
施する同調査結果の精度を更に高めるために、1 社でも多くの皆さまに回答へのご協力をお願いいたします。
　平成 29 年 10 月 31 日時点を目安として調査をして頂き、12 月 22 日までに本誌同封のアンケート用紙
にご記入の上、FAX でご返信頂くか、WEB フォーム（https://f-takken.com/）からご回答頂きますよう
宜しくお願いいたします。

表紙について
「福岡義士祭」
　赤穂浪士四十七士が討ち入りを行った 12 月14日、毎年恒例の義士祭が
南区寺塚にある興宗禅寺で催されます。寺の境内には四十七義士のお墓が
あります。昭和 10 年に木原善太郎氏が私財を投じて、青少年の健全育成の
ために、東京の泉岳寺にある四十七士のお墓そっくりに建立されたものです。
　地元には「福岡義士会」という組織があり、興宗禅寺住職・門徒と地元
有志が一緒になって義士祭を催しています。今年も奉納行事として、筑前琵
琶の墓前演奏、墓前での献茶、黒田藩の抱え大筒披露などが行われます。
まだ未体験の方は是非お出かけ下さい。

（撮影とコメント：南部支部　シノクマ地建　津間本 耕洋 氏）

（株）福岡県不動産会館
福岡市東区馬出 1丁目 13番 10号
ＴＥＬ�092-631-3333
https://www.f-takken.com/member/software/

（株）福岡県不動産会館
福岡市東区馬出 1丁目 13番 10号
ＴＥＬ�092-631-3333
https://www.f-takken.com/member/fumeikabunushi/

　売買王 Ver.3 及び賃貸王 Ver.4 につきましては、

重要事項説明書や契約書等の改訂が行われた際の

バージョンアップ対応期間が本年 12 月末日をも

ちまして終了いたします。来年４月の宅建業法の

改正をはじめ、関連法律の改正により書式の変更

が随時行われますので、お早めに最新バージョン

への更新をお願いいたします。

　（株）福岡県不動産会館では、既に廃業、退会され
た元会員の方について、当社の株券の買取作業を進
めておりますが、�未だ手続きが完了していない会員
（株主）様がおられます。そこで、退会株主リストを
当社ホームページにて公開しておりますので、もしお
知り合いの方がいらっしゃいましたら、下記までお知
らせいただきますよう宜しくお願いいたします。

会員の皆様には、平素より当社業務にご高配賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、�㈱福岡県不動産会館『不動産手帳�2018』が完成しました。会員の皆様には、福岡県宅建協
会の広報（宅建ふくおか10・11月号）に同封して、1冊ずつ無償にてお送りさせて頂きます。更に必
要な方には1冊 756 円（消費税込）で販売致します。
　販売は、当社商品販売コーナー若しくは支部等でも販売致しますが、FAXでのご注文も承っております。
また、ネットショッピング（https://www.f-takken.com/shopping/）でもご購入頂けます。
　なお、注文販売の場合、コレクト便（代引き）の送料（※注文 1件につき、1,000 円。10,800 円
以上のご購入は送料無料となります。）が必要となります。

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。

　賃貸市場整備委員会では、平成 23 年度より毎年実施し、会員サイトにて調査結果を公開している「賃
貸住宅の空室率アンケート調査」を今年度も実施することといたしました。
　同調査は、賃貸管理業務を主力とし、空室対策を積極的に行う会員の方々が管理・斡旋している賃
貸住宅の全戸数と空室戸数を取りまとめるもの。昨年は、485 社から回答を頂き、空室率 9.5％とい
う調査結果となりました。（全調査戸数 6 万 8,162 戸、全空室戸数 6,453 戸）

■ 会員サイト「不動産市況」
　https://www.f-takken.com/member/f_sikyou/（全会員共通の ID・PW が必要です）

空室率調査アンケートご協力のお願い

2018年版不動産手帳
販売開始のお知らせ

売買王・賃貸王をお使いの会員の皆様へ
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