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新年あけましておめでとうございます。会員各位に
おかれましては、希望に満ちた輝かしい新年をお迎え
になられたことと心よりお慶び申し上げます。

さて、昨年安倍政権は「9 条を含む憲法改正の是非、
消費税と増税分の使途変更や安全保障政策」等を争点
に掲げ 9 月 28 日に衆議院を解散し、10 月 22 日に総
選挙を行いました。その結果、与党が議席の 3 分の 2
以上を確保できるほどの勝利を収め、第 4 次安倍内閣
が発足し、引き続きアベノミクスの取り組みの下、更
なる景気回復が期待されます。

不動産業界では、「宅地建物取引業法の一部を改正
する法律」の公布により、（1）宅建業者が買主または
借主となる重要事項説明の簡素化（2）弁済に関する
認証申出人の範囲から宅建業者を除外（3）宅建業者
の団体による研修会実施等が昨年 4 月 1 日に施行され
ました。また、本年 4 月 1 日からは国土交通省の施策
として既存住宅の流通促進を目的に不動産取引のプロ
である宅建業者が、専門家による建物状況調査（イン
スペクション）の活用を促すことで、売主・買主が安
心して取引できる市場環境の整備がなされます。具体
的には（1）媒介契約書面の記載事項に建物状況調査
を実施する者のあっせんに関する事項を追加（2）重
要事項説明の対象に①建物状況調査がある場合はその
結果の概要②建物の建築・維持保全の状況に関する書
類の保存状況（3）宅建業者が売買等の契約当事者に
交付する書面の記載事項に、建物の構造耐力上主要な
部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を

説明することが宅建業者に課せられることになりま
す。今回の業法改正により不動産流通市場を取り巻く
環境は大きく変わり、住宅市場は新築重視から中古住
宅市場・リフォーム市場の更なる活性化に向けてシフ
トいたします。

さて、本会は、本年も公益社団法人として消費者か
ら信頼される団体を目指し、5 年後・10 年後を見据え
た組織の構築と財政基盤の強化を図り、本会が掲げる
3 本柱の公益目的事業を着実に実施して参ります。

公益目的事業 1 の「調査研究・情報提供事業」では、
不動産情報ネット「ふれんず」の蓄積データの分析と
取引の状況を会員からヒアリング調査してまとめた地
域別の福岡県内の不動産市況をホームページにて公開
し、不動産価格の適正化に貢献しました。県内の留学
生を含めた外国人の入居推進を図るため、「お部屋探
しのガイドブック・賃貸住まい方ルールブック」等を
含めた「ふれんず」の外国語サイトの周知を行い、外
国人の居住支援に努めました。また、昨年 7 月 4 日に
発生した九州北部豪雨災害を受けて、福岡県と締結し
ている「災害時における民間賃貸住宅の提供及び媒介
に関する協定」に基づき「ふれんず」に特設ページ「九
州北部豪雨被災者への住宅特集ページ」を設け、①敷
金・礼金なし②仲介手数料なし③即入居可の物件を会
員より募り、被災地で開設している「応急仮設住宅相
談所」に本会の相談員を派遣して、被災者に対し民間
賃貸借り上げ住宅の斡旋を行いました。福岡県の住宅
市場活性化支援協議会が実施している「住まいの健康

2018年（平成30年）

年頭所感年頭所感
地域社会に貢献し、社会的使命及び
役割を認識した事業の更なる充実を！

公益社団法人　福岡県宅地建物取引業協会

会　長　加 藤  龍 雄
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新年あけましておめでとうございます。
公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会におかれま

しては、日ごろから、不動産取引に関する情報提供、
人材育成、紛争の未然防止など、様々な取り組みを通
じて業界の健全な発展に大きく貢献されており、また、
会員の皆様におかれましても、宅地建物取引にかかる
公正の確保及び宅地建物取引業の健全な発展と消費者
の利益保護に大きな役割を果たしておられますこと
に、深く敬意を表します。

昨年は、7 月に発生した九州北部豪雨により、県内
の住家被害が 1,700 件余に上るなど甚大な被害が生じ
ました。貴協会におかれましては、いち早く、みなし
仮設住宅としての民間賃貸住宅の確保や、朝倉市に開
設した住宅相談窓口における情報提供のための相談員
の派遣に御協力をいただきました。さらに 10 月には、

義援金の御支援も賜りました。こうした数々の御協力、
御支援に対し、県といたしましても大変感謝いたして
おります。

本県では、昨年 3 月に『福岡県住生活基本計画』の
見直しを行いました。「次世代につなぐ人と環境にや
さしい心豊かな住生活」の実現に向けて、住生活の安
定の確保及び向上の促進に関する施策を推進すること
を目的としております。このため、既存住宅の流通を
阻害する課題の把握と検討、高齢者や子育て世帯など
住宅確保要配慮者に対する情報提供と居住支援の充
実、空き家の適正管理のための相談体制整備等市町村
に対する支援などの取り組みを進めてまいります。

また、本年 4 月 1 日からは、消費者が安心して既存
住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅
の流通を促進するため、宅地建物取引業法の一部改正

診断」（インスペクション・建物現況調査）の事業に
ついては、消費者に安心・安全な中古住宅を提供する
ことで中古住宅市場活性化や空き家対策にも繋がると
して、その普及推進に引き続き協力しました。

公益目的事業 2 の「啓発活動・人材育成事業」（研修・
指導関連）では、不動産取引を安全に行うため、宅地
建物取引業の一部を改正する法律を含めた知識の習得
を目的に、会員に向けて各種講習会を実施しました。
また、消費者を含めた不動産取引知識の普及を図る目
的で、全宅連が実施する認定資格事業「不動産キャリ
アパーソンサポート研修事業」の啓発活動を積極的に
取り組みました。

公益目的事業 3 の「地域社会への貢献事業」（相談・
住環境・総務関連）では、常設不動産無料相談所（土・
日曜日、祝日を除く毎日開催）及び福岡県の行政機関
等 6 ケ所に不動産相談員を派遣することで消費者保護
に努める一方、犯罪の起きにくい社会づくりに関する
協定を各支部・本部で福岡県警と締結し、今後も安全
で安心できる住環境を提供できるよう努めました。

1 月 11 日（木）にジャーナリストの櫻井よしこ氏

による「この国の行方日本のあるべき姿」と題した消
費者セミナーと相続セミナーを開催し、本会の公益事
業の周知を図りました。地域社会への貢献事業として、
博多駅前広場で開催している不動産フェア「よか街福
岡」を本年は 10 月 10 日（水）に同広場にて開催致し
ますので、会員の皆さまのご参加をお願い致します。

昨年、本会は創立 50 周年を迎えることができまし
た。これから次の 50 年に向けて、気持ちを新たに不
動産取引を通して関わる全ての方に安全で安心できる
住環境を提供することで、消費者から高い信頼を受け
る団体を目指し、本会の社会的使命であります公益目
的事業 3 本柱を着実に実施していく所存です。

最後に、九州北部豪雨災害におきまして会員の皆さ
まからお預かりしました義援金は、福岡県を通しまし
て被災された方々に寄附させていただきました。改め
て、会員の皆さまの被災者救済ならびに被災地復興へ
のご厚意に対しまして、深く感謝申し上げます。

本年も会員皆さまの益々のご発展とご多幸を心より
祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

福岡県建築都市部

部　長　中尾  良教

県民の豊かな住生活の実現を共に
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謹んで新春のお喜びを申し上げます。旧年中は株主
の皆様にはご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

当社は、株主の皆様の業務を支援するために、不動
産情報ネット「ふれんず」などの流通関連事業をはじ
め、保険関連事業、商品開発事業、研修事業、会館管
理事業を展開しております。

その中でも売上の多くを占める流通事業では、「ふ
れんず」のパソコン会員数及びページビューともに順
調に伸びており、今後は、宅建協会と協働して物件登
録の操作性向上のために業者間サイトのシステムの見
直しなどを推進したいと考えております。

保険関連事業では、本年 1 月 1 日に総代理店制度に
おける元受保険会社である富士火災海上保険が AIU
損害保険との経営統合により「AIG 損害保険」とし
て新たなスタートを切ることとなりました。今後は、
この総代理店制度をより魅力あるスキームとするため
に「新制度」の検討を行って参ります。また、賃貸住
宅入居者向け家財保険「リビングパートナー」を保険
商品とするレンタキャプティブ事業の安定運営のた
め、損害率の抑制対策の拡充を図り、取扱保険件数の
増加や同制度の周知、代理店数の拡大を目指します。

当社は昭和 43 年 3 月に創立され、本年をもって 50
周年を迎えます。創業初期より不動産業務用品の販売
など株主の皆様の業務を支援して参りました。その後、
時代の流れや業界の変化に合わせて「宅建仲介ローン
制度」、「宅建業者賠償責任保険制度」、「ふれんず宅建
共済・保証制度」、当社運用となった「新ふれんず」、
さらには「総代理店制度」や「レンタキャプティブ事
業」、平成 27 年 1 月に当社 100％出資で起ち上げまし

た「㈱ふれんず宅建保証」事業と、株主の皆様に対す
る業務支援も進化して参りました。

当社としましては、次の 50 年に向け、これからも
宅建協会と連携し、さらなる株主の皆様の業務支援の
ために役職員一同鋭意奮闘して参りたいと考えており
ますので、本年もなお一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。

次に、創立から 4 年目を迎えました「㈱ふれんず宅
建保証」事業ですが、会員数は 1,300 社を超え順調に
伸びております。今後は、業務の適正化・効率化に加
えて、申込状況や審査状況などがインターネット上で
確認できるよう会員の皆様の利便性の向上のためにシ
ステムの見直しを検討して参ります。「㈱ふれんず宅
建保証」は、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会
が推奨する安心・安全の家賃保証会社です。今後とも
厳正な審査を通じ、会員の皆様の業務の一助となりま
すよう努力いたしますので、さらなるご支援・ご協力
をお願い申し上げます。

法の全てが施行されます。これにより、既存建物のイ
ンスペクション（建物状況調査）については、あっせ
んの可否を媒介契約書に記載し、調査結果の概要や建
物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況
については重要事項として説明する義務が生じること
となります。

県民の皆様にとって安全・安心な住宅施策を円滑に
進めていくためには、貴協会をはじめとする関係者の
協力と連携が不可欠でございます。引き続き御協力い
ただきますようお願いいたします。

本年が皆様にとって明るい年になりますよう祈念い
たしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

創立50周年を迎え、ますますの株主の
皆様の業務をサポート

株式会社　福岡県不動産会館

代表取締役　執 行  龍 美
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宅建協会（加藤龍雄
会長）は昨年 11 月 23
日（祝）に創立 50 周年
記念式典及び祝賀会を
ホテルオークラ福岡に
おいて開催しました。

記念式典は、中西久
美氏（元 RKB アナウ
ンサー）の司会により、
森政喜副会長による開

会の辞に始まり、国歌斉唱・会歌合唱の後、加藤龍雄
会長が式辞を述べました。国会議員・福岡県議会議員・
福岡市議会議員・福岡県管理職員・関係団体・関係企
業等多数の来賓を招き、代表して小川洋福岡県知事、
増田博行九州地方整備局長、伊藤博全宅連会長、樋口
明福岡県議会議長、藏内勇夫自民党福岡県支部連合会
会長、三原朝彦衆議院議員より鄭重な祝辞を頂きました。

引き続き表彰等の授与が行われ、まず、国土交通大
臣感謝状が本会の加藤会長に授与されました。次に県
知事表彰状、県知事感謝状の授与
が行われ、本会への団体表彰状は
加藤会長に、県知事表彰状は受賞
者 4 名を代表して坂口文隆氏、県
知事感謝状は 16 名の受賞者を代
表して久保雅美氏へ、それぞれ小
川知事より直接授与されました。
受賞者を代表して、坂口文隆氏、
久保雅美氏が受賞の謝辞を述べま
した。引き続き全宅連会長表彰が
本会の加藤会長に授与された後、
会長表彰状が受賞者 10 名を代表
して古賀康雄氏に、会長感謝状が
受賞者 24 名を代表して舩越信幸
氏に加藤会長より授与されまし
た。受賞者を代表して古賀康雄氏、

舩越信幸氏が受賞の謝
辞を述べました。執行
龍美副会長のあいさつ
で厳かな記念式典は閉
会しました。

式典終了後の祝賀会
では、オープニングア
クトとして華やかな博
多金獅子太鼓の演奏と
本会の 50 年の歩みが

スクリーンで上映された後、ステージに加藤会長、向
井功顧問、松尾宣文顧問、北里厚前会長が登壇し、向
井顧問より開会あいさつがなされ、その後鏡割り、佐々
木正勝全国賃貸不動産管理業協会会長の音頭による乾
杯に進み、歓談となりました。会場で談笑に花が咲く
中、琴・三味線・フルート・電子ピアノによる演奏で
一層華やかな雰囲気となり、向井顧問、松尾顧問、北
里前会長による「祝いめでた」、柴山利博副会長によ
る「博多手一本」が入り、祝賀会は幕を閉じました。

▲式辞を述べる加藤会長 ▲祝辞を述べる小川知事

地域に根付いた公益事業を行うことで
安全で安心できる住環境の実現に貢献することを宣言

地域に根付いた公益事業を行うことで
安全で安心できる住環境の実現に貢献することを宣言

50周年記念式典を厳かに挙行
50th Annive�ary

▲三原朝彦代議士、藏内勇夫県議会議員ら来賓者による鏡割り
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▲会場は厳かな雰囲気につつまれた

▲開会の挨拶をする森実行委員長

▲加藤会長（左）より会長表彰状を授与される古賀康雄氏

▲博多金獅子太鼓

式　 辞

　本日ここに、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会創立50周年記念式典を挙行す

るにあたり、日頃からご指導、ご尽力を賜っております皆さまには、心から厚く御礼

申し上げます。

　本会は昭和42年4月に社団法人として設立した後、今年で創立50周年を迎えるこ

とができました。日本経済は高度成長からオイルショック、バブル景気からその崩壊、

リーマンショックの後の長期低迷等も経験しましたが、その間、本会は公正な不動産

取引を通して安心できる住環境を提供できるよう安心と信頼のハトマークを制作し、

不動産情報ネットふれんずによって不動産流通の適正化・円滑化を推進し、消費者に

有用・有益な不動産情報の提供を行い、住宅市場の活性化に努めることにより、その

発展を築いて参りました。これも、諸先輩方の努力の賜と感謝申し上げる次第です。

　また、平成24年に公益社団法人に移行致しましたことを契機に、公益社団法人とし

ての社会的使命及び役割を認識した事業をより一層推進し、地域社会に貢献していく

と同時に、本会が将来に向けて目指す理想の姿である「不動産取引のエキスパートと

しての高い専門知識を活かし、消費者から信頼される住まいのパートナーとして、公

正で安全な不動産取引を通じて資産を守り、行政との連携を図り、地域に根付いた公

益事業を行うことで、安全で安心できる住環境の実現に貢献し、福岡県民が幸福度日

本一を感じる地域社会を目指す」よう決意を新たにしているところでございます。

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

会長　加 藤  龍 雄
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【国土交通大臣感謝状】

 　（団体の部）

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

【福岡県知事表彰状】

 　（団体の部）

（公社）福岡県宅地建物取引業協会
   （会員の部）

福岡西支部　安元　仁
北九州支部　新開　博美
久留米支部　新妻　孝子
筑豊支部　　坂口　文隆

【福岡県知事感謝状】

   （会員の部）

東部支部　　今林　政秋
博多支部　　南條　一也
南部支部　　明石　善雄
南部支部　　金子　茂治
南部支部　　川邉　達之輔
南部支部　　久保　雅美
筑紫支部　　青山　博秋
筑紫支部　　近藤　雄文
福岡西支部　鶴田　誠二
北九州支部　榎本　敏己
北九州支部　藤原　一行

久留米支部　新谷　憲悟
久留米支部　東　和眞
県南支部　　福田　毅
筑豊支部　　中本　治彦
筑豊支部　　諸隈　達也

【全宅連会長表彰状】

   （団体の部）

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

【会長表彰状】

   （会員の部）

東部支部　　古家　榮二
博多支部　　金丸　勇夫
中央支部　　古賀　康雄
中央支部　　村上　雅昭
南部支部　　溝口　憲一
福岡西支部　岡村　信安
福岡西支部　田口　文博
久留米支部　馬場　次雄
県南支部　　諸冨　一文
筑豊支部　　大村　勝美

   （職員の部）

県本部　　　松﨑　兼士
県本部　　　中川　浩一
県南支部　　前田　由美

【会長感謝状】

   （会員の部）

東部支部　　辻　寿郎
東部支部　　舩越　信幸
博多支部　　高島　照彦
博多支部　　林田　稠弘
中央支部　　舩津　知成
南部支部　　尾川　昇
南部支部　　落　雅扶
南部支部　　宮内　久滋
筑紫支部　　中垣　登
筑紫支部　　長谷　佳尚
筑紫支部　　浜田　真
福岡西支部　倉光　祐和
北九州支部　石田　正
北九州支部　隈原　辰弘
北九州支部　倉田　邦孝
北九州支部　吉村　英治
久留米支部　井上　隆博
久留米支部　寺崎　英雄
久留米支部　中上　保範
久留米支部　中島　欣也
県南支部　　金子　政五郎
県南支部　　坂口　正明
筑豊支部　　井上　文雄

   （職員の部）

県本部　　　西牟田　かおり

（公社）福岡県宅地建物取引業協会創立50周年記念

＝＝受賞者名簿＝＝

平成 30 年 1 月 5 日より、不動産情報ネット「ふれんず」に登録した物件に対して取引状況を設定
する場合、「取引状況の補足欄」の入力も必須となりました。「商談中」や「書面による購入申し込み有
り」などの取引状況を表示する際は、「取引状況の補足欄」に取引状況の変更における原因や発生日等（購
入申し込み書面の受領日など）を具体的に明示して登録するようお願いいたします。

また、平成 29 年改正宅建業法の施行により、申し込みがあった時は売主に遅滞なく報告することが
義務付けられておりますので、上記と併せてご対応の程宜しくお願い申し上げます。

※取引状況の補足欄は業者間サイトの物件詳細画面のみ表示されます。

　詳細はこちらをご確認ください。http://www.f-takken.com/pdf/torihiki_ j201712.pdf

ふれんず登録物件に表示する「取引状況の補足欄」の仕様変更（必須化）のお知らせ
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1．重要事項説明時の対応（改正宅建業法35条第1項6号の2）
（1）条文（新設）
　下記の六の二　イ、ロについて新設されました。
（重要事項の説明等）
第 35条　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又
は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しく
は貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」
という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとし
ている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の
契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少
なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載
した書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）
を交付して説明をさせなければならない。
一～六　（省略）
六の二�　当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げ

る事項
イ　�建物状況調査（実施後国土交通省令で定める期間の
経過していないものに限る。）を実施しているかどう
か、及びこれを実施している場合におけるその結果
の概要

ロ　�設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保
全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの
の保存の状況

　具体的には、宅建業者は、重要事項説明として下記の
事項を説明する事になります。
① 建物状況調査を実施しているかどうか
② 実施している場合における建物状況調査の結果の概要
③  設計図書等の建物の建築・維持保全の状況に関する書

類の保存の状況
（※①・②については、賃貸の重説時にも対象となる。
③については売買・交換のみ）

2．重要事項説明書への記載と説明の方法（※賃貸の際も対象）
　「建物状況調査」の実施の有無（調査の実施から 1 年以内）
を確認します。当該確認は調査義務の範疇になりますの
で、怠ると調査義務違反に該当します。
（1）確認方法
　自分があっせんしたのではない「建物状況調査」につ
いても確認する必要がありますので、売主には必ず照会
し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせ
を行います。
（2）「建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）」の入手
　1 年以内に「建物状況調査」を実施している場合には、
重要事項説明書への記載やその説明の際に必要な資料と
なるので、売主などから「建物状況調査の結果の概要（重
要事項説明用）」について原本と照合の上、写しの交付を
受けます。
※ 上記の書類の交付を受けた際は、記載されている「建

物状況調査実施者」について「既存住宅状況調査技術者」

であること及び建築士資格の種別を国交省 HP 等におい
て確認します。※建築士の資格によって、調査できる
住宅の範囲が異なります。

（3）重要事項説明書への記載
　重要事項説明書へ確認した結果を記載します。
（4）重要事項説明時の説明の内容
　「建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）」に基
づいて、建物の劣化事象等の有無を説明します。
※ 「建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）」の作

成者は、建物状況調査を実施した建築士です。宅建業
者は、当該書類に基づいて説明をするのみです。

3．�建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存につ
いて（※賃貸は対象外）

（1）対象となる書類について
　①建築基準法令に適合していることを証明する書類
　→確認済証及び検査済証
　②新耐震基準への適合性を証明する書類
　→耐震基準適合証明書、固定資産税減額証明書
　　耐震診断の結果報告書、住宅耐震改修証明書
　③新築時及び増改築時に作成された設計図書類
　→建築確認済証及び確認申請時の図面類
　④新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類
　→�建物状況調査結果報告書、既存住宅性能評価書、定

期調査報告書
（2）書類の有無の確認（調査義務）
　売主・管理組合・管理業者等に当該書類の保存状況に
ついて照会します。仮に当該書類の有無が判明しない場
合であっても、この照会をもって調査義務を果たしたこ
とになります。
（3）重要事項説明書への記載と説明
　各種書類の有無について記載し、必要に応じて備考に
記載し、説明を行います。さらに、管理組合や管理業者
など売主以外の者が当該書類を保存している場合には、
その旨を併せて記載・説明します。
※ 原則として当該書類の有無を説明するものであり、記

載されている内容の説明までは宅建業者に義務付けら
れてはいません。

4．より詳細な内容について
　今回の業法改正は一部とはいえ、非常に大きな改正です。
本紙面ではお伝えできない部分もございますので、下記の
サイトを参照し、記載例などを必ずご確認ください。
検索サイトにて、
・ 建物状況調査、改正宅建業法について
　「国交省�改正宅建業法の施行に向けて」で検索
・ より詳細な内容について
　「改正宅地建物取引業法に関するQ＆ A」で検索

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.３

本号では、重要事項説明時に新たに追加された記載・説明事項を紹介します。
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総務委員会（諸隈達也委員
長）は、11 月 7 日にグラナダ
スィート福岡にて、「博多の夜
景を一望しながら素敵な出会
いを・・・第 3 弾カップリング
パーティー」を開催しました。

本事業は、平成 27 年にスタ
ート。後継者問題及び少子化対策活動の一環として、独
身男女に出会いの場を提供し、結婚のきっかけづくりを
目的として開催しています。男女各 32 名のパーティーを
これまでに 2 回開催し、いずれも 7 組のカップルが成立
しました。

今回は、会員代表者・ご子息・ご令嬢・従業員を対象に、
男女各 30 名を募集したところ、男性 57 名・女性 38 名と
予想を大きく上回る申し込みがありました。

パーティーは 2 部構成に分かれており、前半は、1 対 1
形式。男女が向かい合わせに座り、プロフィールカードを
使ってお互いの趣味や共通点等を見つけながら、2 分間の
トークを行いました。男性が 2 分毎に移動する流れで一巡
した後、後半は、フリータイム。1 対 1 形式の際に気にな
った異性と、料理やお酒とともに会話を楽しみました。

最後に、各自気になった異性の中から第 1 希望・第 2

平成 30年 1月 1日より、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報
酬の額」が一部改正となりました。
これは、空き家の流通等を促進する観点から、空き家等の低額物件に係る宅地建物取引業者の媒介に
は現地調査等に費用がかさむこと等を踏まえ、空き家の売却等を望む所有者との関係において、一定の
限度内で、宅地建物取引業者の負担の適正化を図る必要があるとして行われたものです。

希望を記入し、投票。今回も 7 組のカップルが成立しま
した。

成立したカップルからは、「フリータイムや休憩時間に
総務委員さんが『気になる人はいなかった？話しかけて
こようか？』等温かい言葉をかけてくれ、サポートして
くれたのが嬉しかった」「今回 2 回目の参加。やっとカッ
プルになれました」等の言葉が寄せられました。

今年度、本会が福岡県の「出会い・結婚応援団体」に
加盟したことを受けて、福岡県子育て支援課の職員が見
学に訪れたほか、12 月に佐賀で行うカップリングパーテ
ィーの参考とするため、佐賀県宅建協会の役職員も参加
されました。

諸隈委員長は、「本パーティーは、会員からの問い合わ
せも多く、需要の高い事業の一つ。最近では、他県の宅
建協会も同様の事業を実施しており、全国的に関心が高
いことがうかがえ
る。今後も後継者
問題・少子化対策
活 動 の 一 環 と し
て、続けていきた
い。」 と 話 し て い
ます。

公益目的事業「第3弾カップリングパーティー」を開催公益目的事業「第3弾カップリングパーティー」を開催
～素敵な男女に出会いの場を～ 今回もカップル7組成立!

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して
 受けることができる報酬の額」の改正について

報酬告示の改正内容（H30.1.1〜）
【概要】低廉な空き家等（物件価格が400万円以下の宅地建物）であって、現地調査費用等を特別に要するものについては、現行の

報酬額の上限に加えて、当該費用等を考慮した額の報酬を売主から受領できるようにする（ただし、18万円を上限とする）。
詳細は、会員サイトの「相談所・業界ニュース」よりご確認ください。 ≲https://www.f-takken.com/member/≳

平成30年1月1日より
改正告示施行！！
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人権推進委員会（三島寛委員長）は、昨年 11 月 14 日
に不動産会館研修ホールにて、外国人入居に関するセミ
ナーを開催しました。

第一部では、外国人の人権に関する DVD の上映の後、
福岡地域留学生交流推進協議会の座喜味都孔氏より、「福
岡地域留学生住宅保証制度」についての案内と、（株）グ
ローバルトラストネットワークスの前田靖志氏より家賃
保証をはじめ、母国語での生活サポートを行う外国人専
門の生活総合支援サービスの案内がありました。

第二部では、（株）三好不動産の堂脇善裕氏より、「外
国人入居のポイントとトラブル事例」について、講演し
ていただきました。同社では、海外出身の社員が 15 名在
籍しており、英語・中国語・韓国語・フランス語・ベト

賃貸市場整備委員会（林俊彦委員長）は、昨年 11 月 10
日、TKP ガーデンシティ博多新幹線口において「賃貸実
務セミナー」を開催し、202 名が受講しました。

メイン講習は、全宅連・全宅保証の顧問でもある熊谷
則一弁護士（涼風法律事務所）を迎え、今もっともタイ
ムリーな改正民法と民泊サービスの二本立て。「改正民法
が与える賃貸借契約実務への影響」と題して、2020 年を
目処に施行される改正民法の中でも賃貸借契約に的を絞
って、敷金の定義や原状回
復のルール、連帯保証契約
などをわかりやすく解説し
て頂きました。続けて、「民
泊ビジネスの現状と今後の
見通し～宅建業者の新たな

ビジネスチャンスを考える～」と題して、本年 6 月から
いよいよスタートする住宅宿泊事業法（いわゆる民泊新
法）について、民泊の定義、違法民泊と合法民泊との違い、
旅館業法の簡易宿所や特区民泊、イベント民泊等と、住
宅宿泊事業法との違いなどを詳しく解説して頂きました。

その他、空室対策の一助にもなる有益情報の提供とし
て、高齢者や外国人の入居促進として活用できる「高齢
者の安否確認サービス “見守っ TEL”」や外国人専門の家
賃保証会社 GTN の紹介等を行いました。

受講後のアンケートによると、「講師の実力が高く有意
義だった」「旬な内容で、とてもわかりやすく勉強になっ
た」や「外国人の入居促進はやっていきたい」「今後の事
業に繋がると期待できる」などの声が多く寄せられまし
た。

宅建協会及び保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・本部長）
は、昨年 11 月 8 日にホテルセントラーザ博多にて不動産
相談員全体研修会を開催しました。同研修会は宅建協会
相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）が企画したもので、
今回は不動産相談員をはじめ、平成 29 年度新規相談員認
定試験合格者、綱紀委員合わせて 120 名が参加しました。
第一部は「これからの不動産業界の動向～業法改正・民
法改正～」のテーマで深沢綜合法律事務所の髙川佳子弁
護士が講義をされました。講義は瑕疵の定義の復習から
始まり、瑕疵担保責任とインスペクションの関係や、今

後施行される改正民法が宅
建業および賃貸管理業に及
ぼす影響についても丁寧に
説明されました。第二部のテーマは「インスペクション
と住宅瑕疵担保責任保険について」。株式会社住環境工房
らしんばんの白水秀一氏より、一級建築士の視点から見
たインスペクションと住宅瑕疵担保責任保険について説
明されました。現場の状況を写真を織り交ぜつつ、時に
はユニークな例え話を用いるなど、宅建業者にはない目
線からインスペクションについて解説されました。

ナム語での対応が可能で
あるため、外国人入居を
多く取り扱うことが可能
となっているようです。この経験から、出身国別に様々
なトラブル事例をお話しいただきました。最後に行った
質疑応答の時間は、同社社員である中国出身の葛叢氏に
対応いただきました。

文化や習慣、言語の違いから、外国人を入居させるこ
とに不安を持つ方も多いと思いますが、日本の習慣や決
まり事をしっかり伝えお互いに理解し合うことができれ
ば、外国人入居に積極的になれるのではないでしょうか。
今回のセミナーを通じて、少しでも外国人入居の不安が
払しょくされ、入居促進に繋がればと思います。

今話題の“民泊”や“民法改正”解説に大盛況
「賃貸実務セミナー」開催

外国人入居セミナーを開催

不動産相談員全体研修会を開催
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住環境整備委員会（秋山伸也委員長）は昨年 11 月 21
日に福岡県警並びに（公財）福岡県暴力追放運動推進セ
ンターの協力を受け、福岡県不動産会館研修ホールにお
いて、受講者を会員に限定した不当要求防止責任者講習
会を開催しました。この講習会は平成 22 年度より毎年継
続し、開催しています。

当日は福岡県警察本部組織犯罪対策課の担当官による
「暴力団及び暴力団犯罪の現況」、同センター相談所長に
よる「不当要求防止責任者の心構え」や「不当要求の具
体例及び対応要領」、福岡県弁護士会民事介入暴力対策委
員会の川﨑尊義弁護士による「民事介入暴力の傾向と対

人材育成委員会（宮内久滋委員長）は、昨年 9 月から
11 月にかけて屋外違反広告物の現地調査及び除去作業を
実施しました。

電柱などに広告物を設置することは、福岡県など各行
政の条例により禁止されており、違反した場合には罰金
等の罰則も設けられていますが、不動産関係の違反広告
物が多数存在しています。今回の調査でも、10 数件の違
反広告が報告されました。

営業活動の一環として掲出されている業者が多いと思
いますが、消費者にとっては、通行の妨げとなったり街

の美観を損ねる行為だと捉えら
れ、行政や宅建協会へも苦情が
寄せられており、不動産業界に
とって大きなイメージダウンと
なっています。人材育成委員会
では、違反広告を掲出した会員に対し撤去依頼文や注意
文書を送付し、指導するとともに悪質な場合は、聴聞会
にて事情聴取を行っています。

同委員会では、このような活動を続けることによって
屋外違反広告物を一掃したいとしています。

久留米支部（東和眞支部長）は、昨年 11 月 23 日（木・
祝）に福岡市役所ふれあい広場で開催された「久留米フ
ェスティバル in 天神 2017」に参加し、宅建協会の PR と
して、ブース出展を行いました。「久留米フェスティバル」
は、久留米シティプロモーション実行委員会及び久留米
市が「住んでよし！遊んでよし！」魅力満載の「久留米」
を PR することを目的に開催しているイベント。

イベント会場では、「久留米の魅力発信ゾーン」「マル
シェゾーン」「グルメゾーン」「キッズゾーン」「アンケー
ト＆抽選会」の 5 つのブースが設けられ、特産品の販売
やご当地クイズラリーの開催、焼きとり・ラーメン・筑
後うどん等が提供されたほか、ステージでは久留米出身
アーティストによるライブやダンスパフォーマンスが行

われました。
同支部は、久留

米市移住定住促進
セ ン タ ー と 共 同
で、「久留米の魅
力発信ゾーン」内にブースを出展し、宅建協会を PR。久
留米暮らしの魅力を伝えるとともに、不動産情報ネット

「ふれんず」を使って、移住・引っ越し検討者の希望条件
に応じた物件紹介を行いました。

東支部長は、「魅力満載の久留米を PR する良い機会だ
った。多くの方に『久留米に住みたい』と思っていただ
けるよう今後も住環境の整備と久留米の情報発信に努め
たい」と話しています。

策」などの講義が
行われ、受講した
89 名へ福岡県公安
委員会から受講修
了書が交付されま
した。

同委員会では「これまでの開催で 840 名を超える責任
者が誕生しています。今後も定例的に開催し、多くの会
員の店頭に暴力団排除責任者講習受講事業所のステッカ
ーが掲示されることを望んでいます」としています。

NO!

屋外違反広告物現地調査・除去作業を実施

久留米の魅力をPR！「久留米フェスティバルin天神」に
ブース出展！　（久留米支部）

会員対象の不当要求防止責任者講習を開催
新たに89名の責任者が誕生
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憲法に定められた

関わる業務に従事しています！！

憲法に定められた

関わる業務に従事しています！！

「基本的人権」を尊重して
「居住・移転の自由」に
「基本的人権」を尊重して
「居住・移転の自由」に

宅地建物取引業法第47条
第1項と同和地区に関する告知
取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、
回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しません。

外国人・障がい者・高齢者・母子（父子）家庭であるという理由だけで
入居を断ることは、居住・移転の自由という基本的な人権を侵害するものです。

また、宅建業者が、取引の相手から同和地区に関する質問をされ、
その回答を断っても、宅建業法第47条（重要な事項の告知義務）の違反とはなりません。

同和地区の問い合わせをすること、問い合わせに回答することは、
差別を助長する人権問題となります。

福岡県宅地建物取引業協会
公益社団法人

私たち宅建業者は
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ぜひ、「出会い応援団体」にご協力ください。（次の
うち１つだけでも結構です）

１�．従業者等の独身者に対して、「出会いイベント」
の周知
（取組み例）
⃝イベント開催情報を社内の掲示板に貼り、広報を行う。
⃝社内報などで周知を行う。

２．出会いイベントの企画・実施
（取組み例）
⃝出会いパーティーの実施
⃝結婚準備のための料理教室の開催

※福岡県の協力も可能です。

３．出会い応援団体間での出会いイベントの企画・実施
　県が「出会い応援団体」を対象に、出会いイベント
の設定、カップルの成立や結婚につなぐためのサポー
トを実施します。
（取組み例）
⃝不動産会社×金融機関

福岡県は出会い・結婚応援事業を行っています。

～ただいま「出会い応援団体」募集中！！～

○詳しい情報はコチラから�⇒
https://kekkon-ouen.pref.fukuoka.lg.jp/fukuoka/
　上記ページが開けない場合は、「福岡県出会い・
結婚応援事業」で検索してください。

○お問い合わせ先
福岡県出会い・結婚応援事務局
TEL 092-722-6111　FAX 092-722-6121
メール deai-kekkon@bra-navi.com
受付時間　10 : 00 ～ 18 : 00（火曜日定休日）

◀メルマガ
　「あかい糸めーる」
シンボルマーク

福岡県では、出会いの機会が少ない独身男女の

出会いの場を提供するなど、結婚のきっかけづく

りを目的とした「出会い・結婚応援事業」を行っ

ています。

宅建協会も本年度から福岡県の「出会い応援団

体」に登録し、県と連携して、会員を対象とした

出会いイベントを積極的に開催しています。（登

録団体 640 団体　H29. 11 月末時点）
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.10.01 ～ H29.11.30

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 （14） 2391 粕屋殖産㈱粕屋店 矢野　竜也 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原

2525 092-621-1331 092-621-7802 H29.11.10

東部支部 （03）
大臣 6857 タマホーム㈱新宮店 藤井　謙次 福岡県糟屋郡新宮町大字上府 612-1 092-940-5055 092-940-5077 H29.11.10

東部支部 （02）
大臣 7963 ㈱ユーミーネットパートナーズユーミーネット粕屋店 吉永　政功 福岡県糟屋郡粕屋町原町 2-1-28 092-410-3546 092-410-3547 H29.11.10

東部支部 （01）
大臣 9206 ㈱ヒューマン・クレスト福岡支店 伊藤　真治 福岡県福岡市東区筥松 2-6-9-202 092-292-8028 092-292-8068 H29.10.10

東部支部 （01） 18542 住まい Re不動産 福田　文彦 福岡県福津市西福間 2-10-1
中央ビル 101 0940-34-3380 0940-34-3381 H29.10.2

東部支部 （01） 18560 ㈱アンドリブ 多々良　克彦 福岡県福岡市東区筥松 2-6-9 092-710-5475 092-710-5476 H29.10.20

東部支部 （01） 18576 ㈱デザインネットワークアソシエイツ 村山　陽子 福岡県古賀市久保 1254-13 092-410-8558 092-410-8528 H29.11.24

東部支部 （01） 18579 ㈱ハイヤーセルフ 塚本　智 福岡県福岡市東区和白東1-1-1-706 092-405-2873 092-606-9833 H29.11.24

博多支部 （01）
大臣 8931 ㈲オンリー・ワン福岡支店 友利　栄 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-27-5

博多ステーションタワー 205 092-710-5679 092-710-5680 H29.10.10

博多支部 （01）
大臣 9207 ボストン・コム㈱福岡営業所 久木元��千穂美 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-7-

14 092-451-8111 092-451-8104 H29.11.10

博多支部 （01）
大臣 9215 ㈱福見興産福岡支店 松尾　健 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-8

博多パールビル 4階 092-710-5880 092-710-5881 H29.11.10

博多支部 （01）
大臣 9228 NGK㈱九州営業所 長岡　真 福岡県福岡市博多区博多駅前

4-18-19　博多フロントビル 201 092-451-0233 092-451-0234 H29.11.10

博多支部 （01）
大臣 9243 ㈱ BIM福岡支店 和田　一志 福岡県福岡市博多区博多駅前

4-18-19-401 092-409-4722 092-409-4723 H29.11.10

博多支部 （01） 17655 ㈱ロジャーサービス博多支店 松尾　栄太朗 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-33-11 092-292-9292 092-510-1463 H29.11.10

博多支部 （01） 18535 ㈱新日本電設 岡　武宏 福岡県福岡市博多区西月隈 6-3-14 092-586-8851 092-586-8853 H29.11.10

博多支部 （01） 18545 ㈱リバースエステート 小田　博之 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-23-4
アーバンクルーザー博多駅前 404 092-260-7807 092-260-7806 H29.10.10

博多支部 （01） 18546 ㈱創人 樋渡　健太郎 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-4-
5-4F（博多駅南QRビル） 092-409-5660 092-409-6655 H29.10.6

博多支部 （01） 18558 ㈱ NISHIYAMA 泉　幸一 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-3-3 092-476-3555 092-476-3556 H29.11.10

博多支部 （01） 18567 ㈱ BLAST　MADE 秀島　和成 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-12-5�博多大島ビル 3F 092-475-3119 092-475-3120 H29.11.8

中央支部 （01） 17341 ㈱プレジャーリンク 浜野　誠二 福岡県福岡市中央区舞鶴 2-2-3-8F 092-791-1520 092-791-1521 H29.11.10

中央支部 （01） 18526 新栄不動産販売㈱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 H29.11.10

中央支部 （01） 18547 NAO企画 奈尾　育子 福岡県福岡市中央区大手門 3-1-8�
トーカンマンション大濠公園駅前 306 092-761-8306 092-761-8307 H29.10.6

中央支部 （01） 18548 ヒルズホーム㈱ 石尾　賢一 福岡県福岡市中央区笹丘 2-24-32
アーバンコート笹丘 303号 092-707-0950 092-707-0960 H29.10.10

中央支部 （01） 18566 ㈱ランウェイ 大野　靖典 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10�
天神パインクレスト 425号室 092-712-0377 092-712-0377 H29.11.8

中央支部 （01） 18568 ㈱エース 平井　興 福岡県福岡市中央区大手門 2-9-
29-203 092-791-4545 092-791-4540 H29.11.10

中央支部 （01） 18577 ㈱リンクエステート 緒方　建政 福岡県福岡市中央区白金 1-13-8 092-406-4737 092-406-4738 H29.11.24

南部支部 （02） 16433 ㈱シーエムアール大橋店 山中　裕太 福岡県福岡市南区大橋 1-8-18-202 092-559-5511 092-559-5522 H29.11.10

筑紫支部 （01）
大臣 8432 ㈱明和不動産春日原支店 志岐　啓太郎 福岡県春日市春日原北町 3-28 092-710-0990 092-710-0999 H29.11.10

筑紫支部 （01） 18477 イーグル企画㈱ 瓜生　茂広 福岡県朝倉市甘木 1754-5
マンスリーマンション甘木 2F 0946-21-0310 0946-21-0310 H29.10.10

筑紫支部 （01） 18553 ㈱よねだ 米田　政利 福岡県筑紫郡那珂川町後野 1-3-30 092-951-1311 092-951-1310 H29.10.13
筑紫支部 （01） 18574 ㈱ JIN 工房 久保　仁 福岡県筑紫野市大字筑紫841-3-102 092-408-4351 092-408-4352 H29.11.21

福岡西支部 （15）
大臣 220 住友林業ホームサービス㈱西新店 松尾　一伸 福岡県福岡市早良区西新 1-2-1 092-707-5680 092-707-5681 H29.10.10

福岡西支部 （01）
大臣 9265 ㈱ SAプロパティーズ西新支店 一ノ瀬　勇人 福岡県福岡市早良区昭代 1-18-8 092-707-7717 092-707-7718 H29.11.10

福岡西支部 （01） 18486 でんホーム㈱ 竹内　香織 福岡県福岡市城南区樋井川 7-1-6 092-862-0010 050-3737-
8889 H29.10.10

福岡西支部 （01） 18520 ㈱早良住販 工藤　哲 福岡県福岡市早良区荒江 2-15-15-
402 092-210-1268 092-210-1014 H29.10.10

福岡西支部 （01） 18539 Neeeds 不動産㈱ 福田　裕平 福岡県福岡市早良区賀茂 2-33-1 092-738-0068 092-738-0062 H29.10.10
福岡西支部 （01） 18554 ㈱エムズアーキプランニング 村川　勝義 福岡県福岡市西区野方 5-64-10 092-812-0530 092-834-8200 H29.10.13
福岡西支部 （01） 18555 ㈱多賀 多賀　昌子 福岡県福岡市西区西の丘 2-15-5 092-883-7360 092-883-7360 H29.10.13
福岡西支部 （01） 18556 ㈱キョーワ 陽田　義雄 福岡県福岡市西区今宿 2-11-16-1 号 092-806-0561 092-806-0551 H29.10.13

北九州支部 （01）
大臣 8700 大英産業㈱葛原店 林　真一 福岡県北九州市小倉南区葛原東

2-3074-1 H29.11.10

北九州支部 （01） 18509 セブン不動産㈱ 深川　みゆき 福岡県行橋市南泉 3-38-15 0930-24-7262 0930-24-7262 H29.11.10

北九州支部 （01） 18533 ㈱よしなが企画 吉永　健一 福岡県北九州市八幡西区則松
7-22-1 093-482-6633 093-482-6630 H29.10.10

北九州支部 （01） 18540 ㈱国広建設 小坂　幸二 福岡県北九州市八幡西区美吉野町
4-30 093-691-1369 093-691-2298 H29.10.2

北九州支部 （01） 18564 ジャッジ㈱ 古野　淳一 福岡県北九州市小倉南区横代東町
2-1-14-2 093-482-2657 093-482-2658 H29.11.10

北九州支部 （01） 18575 ㈱シンプルハウス 下郡　文雄 福岡県北九州市八幡西区引野 3-17-1 093-482-6888 093-482-6889 H29.11.21

久留米支部 （03）
大臣 6857 タマホーム㈱久留米上津バイパス店 江上　豊文 福岡県久留米市本山 1-4-33 0942-22-7090 0942-22-7092 H29.11.10

久留米支部 （01） 18541 匠建設㈱ 坂本　朋久 福岡県久留米市野中町 563-1 0942-65-5173 0942-65-5172 H29.10.10

久留米支部 （01） 18562 ㈱スリーエイチ 福本　孝介 福岡県久留米市中央町 1-1
久留米ヒルズモール 105-2 0942-50-1177 0942-50-1188 H29.11.10
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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
久留米支部 （01） 18565 オリーブネオ 西田　健治 福岡県久留米市安武町安武本 2726-7 0942-26-4870 0942-26-4870 H29.11.10

県南支部 （01） 18536 ㈲日星商会 田川　悦章 福岡県八女郡広川町大字新代
1397-11 0943-32-3591 0943-32-2498 H29.11.10

県南支部 （01） 18543 フナゴヤベース 吉良　貴好 福岡県筑後市大字津島 502-1 0942-65-8820 0942-48-8582 H29.10.5
筑豊支部 （01） 17494 ㈱和　　飯塚店 平嶋　美奈絵 福岡県飯塚市川津 215-2 0948-52-6355 0948-52-6366 H29.10.10

筑豊支部 （01） 18582 アクア F・S・K 永岡　静也 福岡県飯塚市川津 66-1
レジデンス TOMO1-A 0948-88-9133 0948-88-9133 H29.11.28

退 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.10.01 ～ H29.11.30

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 （09）

大臣 3195 ㈱ハウスメイトパートナーズ福岡東支店 別府　康弘 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-13-1
源和ビル 2F 092-682-3322 H29.11.24

東部支部 （02）
大臣 8042 ㈱ユーミーネットユーミーネット粕屋店 吉永　政功 福岡県糟屋郡粕屋町原町 2-1-28 092-410-3546 H29.11.10

博多支部 （02）
大臣 8042 ㈱ユーミーネットユーミーネット吉塚店 安部　文昭 福岡県福岡市博多区東公園 2-20

ウイング平松屋ビル 1F 092-292-1224 H29.11.10

博多支部 （02）
大臣 8045 エース不動産㈱九州営業所 秦　愛彦 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-19-17-516

トーカン博多ビル 092-433-1789 H29.11.13

博多支部 （07） 11664 ㈱七星 平井　昭夫 福岡県福岡市博多区美野島 1-17-8 092-452-2623 H29.10.16
博多支部 （03） 14831 ㈲ジェイ・エス・エステート 吉永　純二 福岡県福岡市博多区博多駅南 5-23-7（506 号） 092-481-0567 H29.10.16
博多支部 （02） 15990 正金不動産㈱ 林　惠子 福岡県福岡市博多区春町 2-6-6 092-581-1641 H29.10.24
博多支部 （01） 17215 ㈱博多福住　博多キャナル前店 大槻　泰士 福岡県福岡市博多区住吉 2-1-1�パークアクシス博多 092-283-2910 H29.11.2

博多支部 （01） 17354 ㈱MGⅤ 森田　啓之 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5
アサコ博多ビル 5階 092-433-7885 H29.11.9

中央支部 （07） 10463 ㈱宗幸舎 佐野　嘉彦 福岡県福岡市中央区桜坂 2-4-29 092-712-0034 H29.11.28
中央支部 （01） 17311 ㈱トレスクリエイトプラス 野田　将宏 福岡県福岡市中央区谷 1-16-44 092-726-2900 H29.10.26

中央支部 （01） 17439 ㈱ FROG大名店 石田　和彦 福岡県福岡市中央区大名 2-9-34 092-737-0269 H29.10.26

南部支部 （09） 8638 ㈱ニューライフトーワ 藤野　寛隆 福岡県福岡市南区大橋 1-14-5 092-541-1180 H29.11.21
南部支部 （05） 12823 福岡物産㈱ 木原　敦子 福岡県福岡市南区野間 1-13-23 092-554-5062 H29.10.2
南部支部 （02） 16608 ㈱ライフボックス 中田　光信 福岡県福岡市南区野間 1-1-2 092-555-6623 H29.10.23

筑紫支部 （12） 3431 荒瀬不動産 荒瀬　正春 福岡県筑紫野市針摺中央 2-14-14
天神荘 202 092-929-2242 H29.11.20

筑紫支部 （06） 12380 ㈲太宰府地建 山本　照幸 福岡県太宰府市梅香苑 1-7-13 092-921-8563 H29.10.24

福岡西支部 （03）
大臣 7144 Apaman　Property ㈱西新商店街店 松村　健巳 福岡県福岡市早良区西新 4-8-32

西新林ビル 1階 092-852-2601 H29.11.22

福岡西支部 （06） 11882 エステート武内 武内　成吉 福岡県糸島市南風台 8-7-8 092-332-9688 H29.11.21
北九州支部 （06） 11764 ㈲福岡エージェント 辻　町子 福岡県北九州市小倉北区竪町 2-1-5 093-582-6060 H29.11.20
北九州支部 （04） 13692 笹尾不動産 木村　栄久 福岡県北九州市八幡西区西折尾町 8-19 093-692-6040 H29.10.31
北九州支部 （01） 18234 北九州日榮実業㈱ 塩谷　健次郎 福岡県北九州市門司区大里東 4-1-34 093-371-8536 H29.11.13

久留米支部 （01）
大臣 8444 ㈱ハウジング・カフェハートアップ店 吉岡　孝二 福岡県久留米市山川沓形町 1-30 0942-43-6694 H29.10.27

久留米支部 （03） 15780 ㈱九州都市システム 渡邊　一生 福岡県久留米市中央町 22-17 0942-34-2813 H29.11.27
筑豊支部 （07） 11340 内橋建設・不動産 内橋　藤松 福岡県田川市大字伊田 438 0947-45-6330 H29.10.25
筑豊支部 （02） 16277 ㈱今津工務店 今津　日吉 福岡県飯塚市大日寺 886-6 0948-22-6093 H29.11.6
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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。（3 月～ 5 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
H�30�年�� 8�月 3/19（月）・3/20（火）アクロス福岡、3/13（火）小倉興産 H�30�年�1�月上旬
H�30�年�� 9�月 4/17（火）・4/18（水）アクロス福岡、4/24（火）小倉興産 H�30�年�2�月上旬
H�30�年�10�月 5/21（月）・5/22（火）アクロス福岡、5/16（水）小倉興産 H�30�年�3�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2018年版不動産手帳訂正とお詫び

（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/

　（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。

　弊社発行の 2018 年版不動産手帳にて本文中に誤
りがございましたので、以下の通り訂正いたします。

巻頭�福岡県宅建協会会歌右から 4行目

　（誤）豊かな大地をつくり出す

　（正）ゆたかな社会をつくり出す

　この度、会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致し
まして申し訳ございません。今後とも会員の皆様に
おかれましては、変わらぬお引き立てを賜りますよ
うお願い申し上げます。

表紙について
　平成 30 年の干支は戌（いぬ）です。昨年の酉年は「商売繁盛・収穫」
と言われていましたが、戌は「守りの年」と言われています。
守ってばかりだと経営は成り立ちませんが、お客様のアフターフォ
ローを行い、より親しくなることで、信頼が商売へと繋がっていく
大事な一年だといえます。
　事務局一同、今年も会員の皆さまのお役に立つ事業の実施及び会
員サービスの向上に努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。� （事務局編集担当者）

２月　１日（木）　福岡会場　（アクロス福岡 シンフォニーホール）
２月　２日（金）　筑豊会場　（のがみプレジデントホテル）
２月１３日（火）　県南会場　（文化センター 共同ホール）
２月１４日（水）　北九州会場（北九州国際会議場 メインホール）

平成 30 年

１３：３０ ～ １６：３０

※QRコードをご持参ください。QRコードを紛失された方は事務局までご連絡下さい。再発行いたします。（TEL�092-631-1717）

「人権研修」　　　　　　　　　講師　福岡県建築都市部建築指導課　担当官
「民法改正（売買編）とI T重説」　講師　涼風法律事務所　弁護士　熊谷  則一 氏

== 本 部 講 習 会 の お 知 ら せ ==
日 程

時 間

内 容

　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、 福岡県不動産会館では、火災警報器の取り扱いを再開致しました。
火災警報器の寿命は約 10 年となっており、初期にお買い上げいただいた
火災警報器の寿命が間もなく迎えます。この機会に、買い替え・新規導入
のご検討をよろしくお願い致します。価格は、けむり式「けむり当番」
2,860 円（税別）。ねつ式「ねつ当番」3,060 円（税別）となります。
　販売は、当社商品販売コーナー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。
　尚、注文販売の場合、コレクト便（代引き）の送料（※九州一律、1,000 円。
10,800 円以上のご購入は送料無料とさせて頂きます。）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。

同封物のお知らせ

　共同住宅での性犯罪被害を防止するた

め、共同住宅の管理者及び新規女性入居

者に向けた啓発リーフレットを作成しま

した。同封しているリーフレットを従業員

や顧客の皆さまへの啓発・研修等にご活

用いただきますようお願いいたします。

火災警報器再販売のお知らせ

福岡県より

「共同住宅における性犯罪被害防止」
リーフレットについて
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