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1．事業体系と役員・専門委員の人事について
公益社団法人として協会の事業は、公益事業と共益事業に区別

し、公益事業に「調査研究・情報提供事業」（流通関連）、「啓発活動・
人材育成事業」（研修・指導関連）、「地域社会への貢献事業」（相談
関連）を配し、共益事業には「会員支援事業」（不動産会館関連事
業）を配した事業体制で公益・共益の役割を存分に生かした事業を
進めていることから、今後も継続したいと考える。

役員配置については、本部直轄の公益事業は副会長が統率し、
委員会に属する公益事業は専務理事が統括することで事業実施の
迅速化を図っていきたい。

正副会長会を会務打合会に名称変更し、審議内容等から適宜専

本会は消費者に信頼される業界団体を目指してスタートしてから昨年で創立50周年を迎えることができた。平成24年度に
公益社団法人に移行し、更に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て
きた。また、消費者から信頼される団体になるため、適正な事業運営を行うための組織の構築と財政体質の強化に努め、本会
が掲げる公益目的事業3本柱「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」を着実に実施し
てきた。

公益社団法人としての適正な事業運営を行う為に、財政基盤の強化に努めた結果、平成29年度は新入会員の増加もあり、幅
広く事業を展開することができた。しかし、今後は新入会員の減少が懸念されており可能な限り不要不急な事業や支出を見直
す必要があると思われる。

平成30年度においても公益社団法人として掲げている公益目的事業3本柱を中心に事業を実施していくが、本会の3年後・5
年後・10年後の在るべき姿を検討するため、ハトマークビジョン検討部会にて、会員、役員等の意見を拝聴し、全宅連が推進して
いるハトマークグループ・ビジョンを参考にしながら将来を見据えた組織と事業の在り方について検討し、本会が目指す理想の
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、公正で安心
な不動産取引を通して資産を守り、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」を実現したい。

4月より改正宅建業法が施行され、宅建業者には「インスペクション（建物現況検査）の斡旋・説明義務」が生じることになるが、
福岡県では先んじて「住まいの健康診断」（インスペクション）を実施しており、本会も今まで以上に積極的に連携していきたい。

公益社団法人として不動産業界の社会的信用を高め、消費者が安心して不動産取引を行うため不動産関連知識の情報提供を
目的とした「消費者セミナー」や地域社会への貢献事業である消費者向けイベント「よか街福岡」を引き続き実施したい。本部に
青年部を設置し、若い世代の意見を集約して今後の事業運営の参考にしたい。

人口減などで増え続ける空き家の活用に向け、福岡県とともに空き家の利活用に向けて検討を重ねているが、県内の市町村
が運営する「空き家バンク」の情報を一元化したインターネット検索システムとして、福岡県の委託を受け、ふれんずに「空き家バ
ンク特集」を開設し、市町村でばらばらだった情報を統一し比較検討できるようシステムを構築し、中古住宅の活性化に貢献し
たい。
「反社会的勢力でないこと等に関する宣言・誓約書」の提出や不当要求防止責任者講習会の受講など本会は暴力団排除に向

けた取り組みを積極的に行っている。また、防犯並びに暴排活動の一環として「安全・安心で住みよいまちづくりに関する協定
書」を県下すべての警察署と各支部において締結し、更に県本部と県警本部が締結したことを契機に、福岡県警と本部・支部の
関係強化を図り、犯罪の起きにくい社会を目指していきたいと考えている。また、国土交通省九州地方整備局とも情報交換を行
い、関係強化に努めたい。

昨年発生した九州北部豪雨災害に於いては、ふれんず上に被災者支援住宅特集を実施し、本会と福岡県との間で締結した「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書」に基づく民間借り上げ住宅の斡旋を行った。今後も想定される自
然災害に対応するため積極的に福岡県と防災活動に関する協力を図っていきたい。

会員への業務支援については、引き続き本会と不動産会館との協働事業の強化を図りそれぞれの法人の特長と役割を活かし
た事業に取り組み、不動産会館が設立した株式会社ふれんず宅建保証が行うふれんず宅建保証への加入促進を協会として積極
的に進めていく。ふれんずの蓄積データを活用し消費者に向けて業界団体として不動産価格の適正化・透明化を図るとともに
新たな有益事業を行うことで、会員の業績向上をサポートしたい。また、ふれんずのシステム改善を検討し、会員の業務が効率
的に行える環境を構築していきたい。

各支部の地域の特性を考慮した公益事業については、事業の公益性審査と公益事業比率の確認を行い、引き続き本部・支部の
公益事業の在り方については随時検討を行いたい。

これに伴い、委員会を中心とした各事業については、引き続き事業内容を検討精査し、公益事業及び収支相償を意識した予算
編成に努めたい。

この考え方（会長方針）で、各委員会の平成30年度事業及び予算を編成したい。

門委員会の委員長に出席をお願いする。常務理事会においても適
宜支部長の出席をお願いしていきたい。

2．予算編成について
本会ではこれまで通り、収支相償に努め、公益比率の維持を確保し

ていく。また、新入会者の入会金収入も本会の大きな収入となってい
ることから引き続き入会者の確保に努める。

支部運営交付金については、1会員当たり34,000円と女性部、青年
部の運営費として新たに各支部20万円と不動産会館からの寄附金

（各支部20万円）を併せ、支部運営委託金とし、各支部の地域の特性
を考慮した事業「公益・人材事業」については、2，000万円（均等・員数

平成30年度における事業及び予算編成の基本的考え方
（会長方針）
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割り）とし、30年度も予算化したい。なお、事業の公益性審査と公益
事業比率のチェックについては、正副会長、専務理事を中心に会務
打合会にて検討していきたい。
「会員支援事業」については、ふれんずを核として、不動産会館の

協力を得ながらシステムの再構築を検討し、会員のサービス向上に努
めたい。こうした状況の中で30年度は29年度の入会状況を見て微
増が予測されるため本店換算230社の入会者を想定した収入予算
が計上できるのではないかと考えている。

保証協会においては、地方本部への交付金（員数別交付金額・規
模別交付金）を基盤として予算作成を行う。30年度も相談所の運営
等に充てることができそうである。

宅建協会の30年度の予算については、29年度の予算をベースに
財政委員会で検討している。

3．各委員会の事業について
委員会の事業については、収支相償と公益事業比率を十分に考

慮しながら各委員会で検討することとなるが、会長方針として重点的
に取り組んでもらいたい事業の一環を委員会ごとに記することとする。

〈総務委員会〉
機関誌広報の制作・発行については引き続き隔月に発行し、経費面

の削減に努める一方、会員への情報の低下に繋がらないようにホー
ムページ・ファックス一斉同報などを最大限に活用していきたい。

昨年度実施した会員業態調査のアンケート結果を参考に宅地建
物取引業の健全な発展に貢献したい。青少年の健全な育成事業、
地域の環境保全維持、少子化対策活動等を目的とする事業「カップリ
ングパーティー」及び新規開業者支援事業「不動産開業支援セミナ
ー」についても引き続き企画実施に努める。また、福岡県との協働によ
る社会貢献事業を行いたい。

〈財政委員会〉
公益社団法人会計基準に則った県本部及び支部の会計事務業

務の実施及び本部支部連結決算の円滑な運営に努めたい。また、
健全な財政基盤の構築のため、収支相償・公益目的事業比率50％以
上、遊休財産額の保有の限度等を意識した予算執行を行い、かつ経
費削減に努めていきたい。

〈人材育成委員会〉
福岡県の委託事業である宅地建物取引士法定講習会について

は、開催日時・会場・カリキュラム・講師等を検討し、受講者の減少にな
らないよう努めていきたい。

消費者から信頼されるためにも、公益社団法人として会員指導の
強化を図っていきたい。

研修事業については、福岡県の一部補助を受けて実施する業者
講習会を年1回（4会場）と会員を対象とした本部講習会を年1回（4
会場）実施し、本部講習会については、他の委員会からの要望及び
会員のニーズを取り入れた研修内容を検討し、本会の独自性を打ち
出した講習会を実施したい。

宅地建物取引業者の団体による研修が義務付けされたが、これを
受けて全宅連が実施する従業者教育研修・資格制度「不動産キャリ
アパーソン制度」を積極的に支援し、宅地建物取引業に従事する者
の資質向上に努めていきたい。女性部会の活動については、女性目
線による情報交換及び意見交換等を実施し、一般消費者の利益の
擁護又は増進を目的とする事業を行いたい。

〈相談所運営委員会〉
常設相談所の充実に努め、相談員の更なる知識の習得を図る為、

支部単位の相談員の研修会も含め、ブロック研修会、全体研修会を
実施し、相談員の知識の習得に努めたい。また、苦情内容を検討し、
トラブル事例の問題点や業法改正等について広報やファックス一斉
同報で会員に周知し、トラブルにならないよう注意を促したい。常設

相談所で受け付ける苦情の多い会員については、苦情内容を検討
し、人材育成委員会等の協力を得ながら指導に努めていきたい。

〈流通促進委員会〉
不動産流通市場活性化に関する事業として、福岡県が予算措置

を講じ実施している「住まいの健康診断」事業（インスペクションの定
着に向けた事業）については、建物の現状を明らかにすることで安心・
安全な中古住宅の提供と取引の向上にも繋がることでもあり、引き続
き、公益法人として消費者保護のためにも協力して取り組んでいきた
い。

ふれんずの蓄積データ分析を基にした市況分析結果を今年度も
一般公開したい。さらに「成約報告促進に向けた取り組み」・「価格
査定システムの刷新」を進めることで、取引価格の適正化・透明化を
一般消費者に示すことができるよう努めたい。公益法人が運営する
サイトとしてふれんずシステムの更なる改善充実を実施したい。これ
まで実施してきた「一般公開サイトのリニューアル」や「会員間サイトの
機能拡張・登録項目の見直し」等を踏まえて更に消費者が利用しや
すいように物件情報提供の充実、周知及び利便性の強化を図ってい
きたい。また、利用会員からの要望に応じて随時システム改修を検討
し、利便性の向上に努めたい。

〈住環境整備委員会〉
犯罪防止等活動として県下すべての警察署と各支部が「安全・安

心で住みよいまちづくりに関する協定書」を締結したことを受けて、防
犯ならび暴排活動の推進のため、本会と福岡県警との関係強化に取
り組みたい。会員対象の「暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律に規定する講習会」を引き続き実施したい。福岡県を初めと
して各行政の「空き家バンク等」の事業へ本委員会が窓口となり関係
委員会と連携して積極的に協力したい。また、会員が実務の中で直
面する行政等との諸問題を収集し、本部・支部で行う事業と福政連と
の連携を踏まえ解決に向けて検討していきたい。

〈賃貸市場整備委員会〉
市場動向を把握することを目的として実施している空室率の調査

及び分析については、会員にとって家主や借主への説明のための貴
重なデータになることから継続事業としたい。外国人消費者向け賃
貸住宅サポート事業として会員サイトにて公開している3カ国語（英
語・中国語・ハングル）に翻訳した本会の契約書の周知を図り、外国人
等の居住支援と空室対策に努めたい。空き家等対策の推進に関す
る研究及び賃貸管理業に関する事業等の関係法令に関する事業を
実施したい。賃貸仲介・管理業者向けセミナーを企画し、実務的かつ
タイムリーな研修内容を検討し会員支援に努めたい。福岡市商店街
サイト「あ・きてん福岡」にて福岡市が実施する新規開業者向けの助
成制度等について、一般消費者に周知を図ると共に商店街活性化
事業に協力していきたい。

本会が（一社）全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）の支部で
あることから、全宅管理本部と連携し、入会促進と賃貸管理等のセミ
ナーや昨年度に引き続き賃貸住宅フェアへ出展を行いたい。また、賃
貸管理業の適性化・法制化及び民法改正についても注視していきた
い。

〈広報部会〉
消費者に向けた安心・安全な不動産取引の情報を提供する不動

産情報ネット「ふれんず」や本会が行っている公益事業の周知活動に
ついては、昨年度制作したCM放映を基本に検討していきたいと考え
ている。なお、この広報事業については不動産会館との共管事業で
あることから、30年度も不動産会館と協議し予算措置を行う。

〈人権推進委員会〉
人権問題の解決に向けて会員研修、職員研修及び啓発等に取り

組んでいきたい。
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１．既存建物の売買等の契約書作成時の対応について
（1）条文（宅建業法第 37条第 1項に「第 2号の 2」が追加）

（書面の交付）
第 37 条 宅地建物取引業者は、（･･･ 略 ･･･）遅滞なく、次
に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1・2 （略）
2 の 2　当該建物が既存の建物であるときは、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　　（以下略）

（2）解説
　「当事者の双方が確認した事項」とは、原則として、建
物状況調査結果の概要を重要事項として宅建業者が説明
した上で契約締結に至った場合の当該「調査結果の概要」
のことです。この有無を 37 条書面（兼 売買契約書）に記
載し、有る場合には、写しを添付します。無い場合につ
いては、「当事者の双方が確認した事項」は「無」として
記載します（下記書式を参照）。
　※なお、国交省発行の「宅建業法の解釈・運用の考え方」
では、「当事者の双方が写真や告知書等をもとに既存住宅
の状況を客観的に確認し、その内容を価格交渉や瑕疵担
保の免責に反映した場合等、既存住宅の状況が実態的に
明らかに確認されるものであり、かつ、それが法的にも
契約の内容を構成していると考えられる場合には、当該
事項を『当事者の双方が確認した事項』として書面に記
載して差し支えない。」としています。
　しかし、契約当事者にとって、本条の「双方の確認し
た事項」の趣旨と、売買契約書における特約条項の趣旨
の違いを理解しにくいと思われる上、宅建業者がその違
いを契約当事者に説明するのも煩雑です。
　そこで、全宅連では、重要事項説明書において、建物
状況調査の結果を説明するしないにかかわらず、建物の
構造耐力上主要な部分等の状況について、契約当事者の
双方が写真や告知書等をもとに客観的に確認した事項に
基づき、その内容を取引価格や瑕疵担保の免責に反映し
ようとする場合には、本条の「当事者の双方が確認した

事項」とはせず、売買契約書の「特約条項欄」に記載し
ていただく前提の書式をご提示します（下記書式を参照）。

2．その他37条書面作成上の留意点
Q-1　当事者の双方が一緒に確認する必要があるか？当事
者の双方が違う日時に確認した場合も、「当事者の双方が
確認した事項」となるか？
A-1　なります。当事者の双方が同時に確認する必要はあ
りません。
当事者の双方が建物状況調査結果を違う日時に確認した
場合でも、当事者の双方が「確認した」と認めた場合は「当
事者の双方が確認した事項」となります。

Q-2　付帯設備表の内容も「当事者の双方が確認した事項」
に該当するか？
A-2　付帯設備表の内容は建物の構造耐力上主要な部分等
に該当しないので、37 条書面に記載する必要はありませ
ん。ただし、売買契約書をもって 37 条書面とする場合に、
付帯設備表の内容を売買契約書に記載することを妨げる
ものではありません。
※ 付帯設備表：物件に付帯する設備（エアコン、給湯設備、

照明器具等）の有無等について記載されたもの。

3．より詳細な内容について
本紙面ではお伝えできなかった部分もございます。下記
にて詳細をご確認ください。
◆宅建業法改正について、情報・資料を一元化したページ
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_
const_tk3_000132.html

◆�参考・引用資料：（すべてインターネットでダウンロー
ド可能です）
⃝国交省「宅建業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）」
⃝国交省「改正宅地建物取引業法に関するＱ＆Ａ」
⃝�全宅連「新訂版わかりやすい重要事項説明書の書き方」
「新訂版わかりやすい売買契約書の書き方」追補

�既存住宅の媒介で（売主も買主も一般消費者）、重説で1年以内に実施された建物状況調査の結果の概要を説
明しており、告知書に記載されている内容を双方が確認し、売買契約書の特約条項で瑕疵担保を免責にする場合

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.４

本号では、既存建物の売買（交換）契約書作成時に新たに追加された項目を紹介します。

記載例
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宅建協会（加藤龍雄会長）は、2 月 22 日にホテル

オークラ福岡にて平成29年度広報室を開催しました。

広報室は、新聞社・テレビ局など報道各社に不動

産業界の現状や宅建協会が行っている公益事業への

取り組みについて理解を深めてもらうことを目的

に、毎年開催している勉強会及び意見交換会です。

広報室では、不動産情報ネット「ふれんず」のデー
タを分析して最新の市場動向を公開する「ふれんず市
況レポート」について紹介したほか、「宅地建物取引
業法の改正」「空き家・空き地の活用」「住宅宿泊事業

宅建協会（加藤龍雄会長）では現在、不動産情報ネ
ット「ふれんず」に登録されている登録・成約物件情
報を活用して福岡県内の不動産流通市場を分析したふ
れんず市況レポートをふれんず一般公開サイト及び会
員間サイトにて公開しております（現在は半期毎に集
計したデータに基づいたレポートを公開中）。そして
本会では広報室の開催（上部記載）や記者クラブへの
プレスリリースを行うなど、報道機関に対して積極的
に情報公開を行うことで本会及びふれんずの更なる周
知に繋げるべく、プレスリリース版ふれんず市況レポ
ートの公開を新たに始めました。プレスリリース版ふ
れんず市況レポートでは福岡県全域における売買物件
（土地・中古戸建・中古マンション）、賃貸物件（マン
ション・アパート）の市場動向を四半期毎の集計デー
タに基づいて解説しているほか、福岡の中古住宅市場
における今後の見通しや東京・大阪といった他都市と
の比較したデータも公開するなどして、最新の市場動
向や需給状況を紹介しています。
プレスリリース版の資料についても本会HPからダウ

ンロードできますので、市場動向の把握や営業用資料と

法（民泊について）」「IT を活用した重要事項説明」等、
ここ最近の不動産関連の法改正が及ぼす影響について
説明しました。また、昨年 7 月に発生した「九州北部
豪雨」発生時の本会の対応について報告しました。

今回は「空き家・空き地」や「IT を活用した重要
事項説明」など、一般消費者の方にも関わりのある話
題を多く取り上げることで、より役立つ情報を提供で
きる勉強会を目指しました。

今後も引き続き広報室では本会の事業のプレスリリ
ースを行っていくとともに、報道各社との勉強会を開
催するなど、周知活動を積極的に行っていく予定です。

してお役立てください。〈http://www.f-takken.com/
kyoukai/fshikyo_report.html〉

広報室を開催広報室を開催

プレスリリース版ふれんずプレスリリース版ふれんず

市況 レポートの公開開始の公開開始
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人材育成委員会（宮内久滋委
員長）は、1 月 11 日に消費者
セミナーを開催しました。消費
者セミナーは、消費者に宅建協
会の公益事業や不動産情報ネッ
ト「ふれんず」を知ってもらう
ことを目的とし、公益事業の一

環として実施しているセミナーです。消費者セミナー
の開催は今年で 3 回目。今年のメイン講師は上品な雰
囲気でありながら、鋭い切り口が人気のジャーナリス
ト、櫻井よしこ氏。募集を開始して約 2 週間で 1,800
名の定員に達し、予定よりも 2 週間以上も早く受付を
締め切ることになりました。締め切り後もどうしても
話を聞きたいという方からの問い合わせが続き、櫻井
先生の人気に改めて驚かされました。

当日は櫻井先生の講演に先立ち、第 1 部として不動
産無料相談所の案内とふれんずの紹介を事務局が行
い、協会事業の PR を行いました。また、昨年度実施
した消費者セミナーのアンケートで希望が多かった相

続に関するセミナーも開催し、相続に詳しい青山常務
理事、浜田理事に講演して頂きました。

消費者セミナー当日は、雪がちらつく生憎の天気で、
交通機関の乱れなどにより入場者の出足が遅く、開場
時は客席もまばらでしたが、櫻井先生の講演が始まる
頃には、どうしても櫻井先生の話を聞きたいという熱
いファンで、1 階席はほぼ満席となりました。

櫻井先生は、日本の素晴らしさ、日本人であること
の誇りを日本人自らがもっと自覚し、自国を自分たち
で守っていく気概を持って欲しいと話され、憲法改正
の必要性を訴えられていました。また、日本を取り巻
く世界情勢を分かりやすく解説いただき、世界の今、
アジアの今、日本の今について改めて考えさせられる
内容でした。講演の
終了時間になっても
来場者からの拍手は
鳴り止まず、熱気に
包まれた講演となり
ました。

「この国の行方～日本のあるべき姿」と題し、講演
今年度のメイン講師は櫻井 よしこ氏今年度のメイン講師は櫻井 よしこ氏

同調査は、平成 29 年 10 月 31 日時点を目安として、
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たもの。昨年同様、FAX 及び
WEB フォームによる手法で 632 社から回答を得ました。

アンケートの集計結果によると、福岡県下の全調査

戸数は 94,406 戸で、全空室戸数は 8,007 戸。空室率は
8.5％（昨年度は 9.5％）となりました。間取り別で見ると、
シングル物件は 8.9％、ファミリー物件は 8.6％。築年別
で見ると、築 10 年未満は 3.3％、築 10 年から 20 年未満
は 6.6％、築 20 年以上は 11.0％という結果になりました。

さらに、県下を 14 エリアに分けて集計しております
ので、詳細は会員サイトよりご確認ください。

平成29年度

「賃貸住宅の空室等に関する
　　　　　　　 アンケート調査」公表

空室率は県全体で8.5%

■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）

賃貸市場整備委員会（林俊彦委員長）は、平
成 23年度より毎年実施している「賃貸住宅の
空室率アンケート調査」の29年度版をまとめ、
会員サイトにて公開しました。
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≪料金例≫

⃝ふれんず PC 会員かつアットホーム非会員の場合

　賃貸居住用物件：800円 /件　売買物件：1,600 円 / 件　賃貸事業用物件：1,600 円 / 件
⃝ふれんず PC 会員かつアットホーム会員の場合

　賃貸居住用物件：400円 /件　売買物件：800円 /件　賃貸事業用物件：800円 /件

■ ４月２日よりふれんずの物件登録画面が新しくなります
アットホームの料金改定に伴う種別ごとの掲載料金処理や掲載期間の変更にあたり、現行のふれんずシ
ステムでは対応することができなくなってしまうため、ふれんずシステムの登録画面、メンテナンス画面、
指示画面等も併せて変更することとなりました。

現行 ※賃事：賃貸事業用

ふれんず会員間 ふれんず一般公開 ふれんず会員間 ふれんず一般公開 ふれんず会員間 ふれんず一般公開 ふれんず会員間 ふれんず一般公開

無料 ３００円 １００円 ３００円 １００円 ４００円 １００円 ４００円

ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト

無料 ３００円 １００円 ３００円 １００円 ４００円 １００円 ４００円

新料金
公開先 ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト

無料 ４００円 無料 ４００円 １００円 ７００円 １００円 ７００円

公開先 ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト ATBB アットホームサイト

無料 ８００円 無料 ８００円 １００円 １,５００円 １００円 １,５００円

(税別)

(税別)

ふれんずから
アットホーム
への連動

賃貸
居住

※公開期間
・賃貸居住：３０日公開料金

(合計) ４００円 (合計) ４００円 (合計) ８００円 (合計) ８００円

売買
賃事

※公開期間
・売買・賃事：３０日公開料金

(合計) ８００円 (合計) ８００円 (合計) １,６００円 (合計) １,６００円

(合計)５００円

備考

※公開期間
・売買・賃事：９０日
・賃貸居住：３０日(合計)５００円

C（ふれんずPC会員のみ） D（FAX会員のみ）
アットホーム非会員
ふれんずPC会員

(合計)５００円 (合計)５００円

※公開期間
・売買・賃事：８０日
・賃貸居住：３０日

アットホーム非会員
ふれんずFAX会員

パターン

会員種別

ふれんずから
アットホーム
への連動 (合計)３００円 (合計)４００円

A（両方会員） B（アットホームのみ会員）
アットホーム会員
ふれんずPC会員

アットホーム会員
ふれんずFAX会員

(合計)３００円 (合計)４００円

アットホーム
からふれんず
への連動

公開先

公開先

公開料金

公開料金

●掲載料金及び公開期間
〈料金体系〉

不動産情報ネット「ふれんず」では、現在アットホーム株式会社が運営しているアッ
トホームサイトと、物件情報について相互間物件連動を行っておりますが、アットホー
ム社の利用料金改定に伴い、4 月１日より相互間物件連動に係る掲載料金や掲載期間が
変更となります。

これまでは物件の種別を問わずアットホームの会員であれば 300 円 / 件、非会員は
500 円 / 件で掲載することができました。4 月 1 日以降はアットホームの会員種別が賃
貸居住用、売買、賃貸事業用の 3 種類に分かれ、登録する物件種目とアットホームの会
員かどうかで利用料金に違いが生じることとなります。また、売買物件と賃貸事業用物
件は掲載期間が 90 日から 30 日へと短縮されます。（詳細は下記の表を参照）

ふれんずからアットホームへの物件転送機能をご利用の方は、掲載金額が大きく変わ
りますのでご注意ください。

アットホームとの相互間物件連動に伴う
掲載料金変更のお知らせ （ふれんず）
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新登録システムでは住所を入力することで地図情報や近隣の駅、周辺施設が自動的に挿入されるように
なっているほか、不動産情報ネット「ふれんず」と提携している他のポータルサイトごとに物件の公開・
未公開の管理を行うことができます。
新システムは 4月 2日より運用開始を予定しておりますが、現在本格運用に先駆けて体験版サイトを

公開しております。より物件を登録しやすくなったサイトを体験頂けますのでこの機会にぜひ体験版サイ
トをご利用ください。

※テスト登録された物件情報は、４月2日以降の本サイト運用開始時には反映されませんのでご注意ください。

住まいの健康診断（インスペクション済）
物件特集サイトのお知らせ

4 月 1 日施行の改正宅建業法により、既存住

宅において建物状況調査（インスペクション）

の実施の有無が取引に影響を及ぼすこととなり

ますので、不動産情報ネット「ふれんず」につ

いても建物状況調査を実施した物件を検索でき

る特集ページ「住まいの健康診断（インスペク

ション済）物件特集」の公開を始めます。

本特集サイトでは宅建業法の基準に基づいた建物状
況調査が実施された「住まいの健康診断」済み物件を
検索できるようになっています。また、各物件の詳細
画面では調査結果の概要が確認できるため、物件の劣
化状況を事前に把握させることで安心・安全な取引に
繋げることができます。

なお、特集サイトに掲載するためには、建物状況調
査（インスペクション）を実施したうえで、ふれんず

登録画面にて「住まいの健康診断によるものかどう
か」、「検査実施日」を登録することに加えて、「検査
結果の報告書（結果の概要版）」をアップロードする
ことで公開されます。宅建業法に基づく検査を受けた
物件として PR することができる本特集に、ぜひ物件
をご登録ください。
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不動産開業支援セミナー
　＆ 個別相談会を開催！
不動産開業支援セミナー
　＆ 個別相談会を開催！

平成29年度

＆

同セミナーは、総務委員会（諸隈達也総務委員長）が、
不動産業に興味がある方や福岡県内で開業を予定して
いる方を対象に、業界の現状や今後の展望、開業まで
の流れや開業ノウハウを説明し、一般の方が業界へ進
出するきっかけづくりとして、平成 23 年度より実施
しています。

今年度は、福岡・北九州・久留米会場で計 4 回セミ
ナーを開催。参加者は 153 名、県外からも 7 名の参加
があり、不動産業界自体への関心だけでなく、本会事
業への関心の高さも感じられました。

第 1 部では、諸隈総務委員長が「不動産業界の現状

と今後の展望」と題し、近年の不動産業者の傾向や福
岡の不動産業界の現状を紹介しました。

第 2 部では、「現役不動産業者が語る実務事例」と
題し、「売買編」を蒲池和博委員・阿河浩二委員・大
藤秀夫委員・高橋伸幸委員、「賃貸・管理業務編」を
野見山晋也委員、次田武史委員、小川正久委員、木村
淳委員が講演。現役不動産業者として、開業当時の話
など自身の体験談を交えながら業界の魅力や宅建協会
入会のメリットについて説明しました。

その他、本会顧問の河口正剛税理士による「法人・
個人開業のメリット・デメリット」、浜田真行政書士
による「開業資金のつくり方」と題した講演を実施。
法人事業と個人事業の所得に対する税制の違いや、中
小企業制度の融資制度などについて解説しました。

同委員会では、今後も入会促進の一助となるよう継
続実施を予定しております。

相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は 2 月 2 日より県下 6 会

場にて、下記の日程で不動産移動無料相談会を行いました。相談会では不動産相談員 4 名に加え

て、弁護士、税理士も参加し、会場に訪れた消費者からの相談を受け付けました。

支 　 部 実 施 日 実��施��会��場

北 九 州 2月　2日�（金） 八幡西区役所庁舎　4階ロビー
北九州市八幡西区黒崎 3-15-3

東 　 部 2月　6日�（火） 福岡銀行　赤間支店
宗像市土穴 1-1-20

県 　 南 2月　8日�（木） ホテルニューガイア オームタガーデン3階
大牟田市旭町 3-3-3

北 九 州 2月　9日�（金） 豊前商工会議所
豊前市大字八屋 2013-2

筑 　 豊 2月15日�（木） イオン穂波ショッピングセンター
飯塚市枝国長浦 666-48

久 留 米 2月20日�（火） えーるピア久留米
久留米市諏訪野町 1830-6

不動産移動無料相談会を開催
県下６会場で

宅建協会・保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・
本部長）は入会促進活動の一環として、開業
検討者向け「不動産開業支援セミナー」を開
催しました。

相談内容、件数等詳細
につきましては、次号
お知らせいたします。
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「分かりやすく有意義だった」と好評を博す「分かりやすく有意義だった」と好評を博す
重要事項説明書作成セミナー

㈱福岡県不動産会館不動産実務セミナー2017を開催

㈱福岡県不動産会館研修部会（原田博部長）

は、平成 29 年 12 月 20 日、福岡県不動産会

館 6 階研修ホールにおいて、失敗しない！重要

事項説明書書き方セミナーきちんと学ぶ「不動

産調査手法と重説の書き方」初級・中級編を開

催し、91 名が受講しました。受講後のアンケ

ート結果を見ると、93.6％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、（株）RIA・コアブレインズ特別講
師の和田周氏（（株）こくえい不動産調査代表取締役）
が講師を務めました。和田氏は、宅建業者による重要
事項説明書作成について、物件調査や役所調査の基本
から事例を交えて分かりやすく解説しました。6 時間
におよぶ長時間の講義となりましたが、受講者は熱心
に耳を傾けていました。

ハトマークの管
理業協会である一
般社団法人全国賃
貸不動産管理業協
会（通称：全宅管
理）の福岡県支部

（林俊彦支部長）
は、平成 29 年 12 月 11 日に「賃貸管理業に関するグ
ループディスカッション」を開催しました。

これは、今年で 6 回目を数える賃貸仲介・管理業者
向けの参加型セミナーで、日常業務に関する疑問や悩
みを抱えた参加者から「他社がどのように対応してい
るか教えてもらえた」「日頃なかなか人に聞けない疑
問が解決した」等の声が多く聞かれる人気の研修会。

受講後のアンケートでは、「重説、物件調査共に初
心者だが、とても分かりやすく、あっという間の 1 日
だった。」や「協会の研修を受けていた中でとても実
務に役立つ研修だった。」「今日学んだことは 1 つ 1 つ
やる作業の根拠がわかって、明日からのやる気につな
がるいいものだった。」など有意義であった旨の回答
が多く見られました。

今年は 69 名の参加者を 10 グループに分けて、鍵の保
管問題や民泊、自殺物件の告知対応、入居者が認知症
になった場合の対応などの管理業に関するテーマにつ
いて自由にディスカッションした後、そのグループの
考えを発表して頂きました。各グループの発表に対し
ては、福岡県宅建協会顧問の関泰宏弁護士と全宅管理
業務企画委員会の三好孝一委員より、それぞれ法的・
実務的視点から解説がなされ、質疑応答も飛び交う活
発な研修会となりました。

セミナー終了後のアンケートでは、96.6％が「非常
に有意義」「有意義」だったと回答し、「賃貸業に関わ
る問題の解決ヒントが学べた」「他社の現状や対応策
が聞けて勉強になった」等の意見が寄せられました。

＝＝全宅管理  福岡県支部主催＝＝
参加型の「賃貸管理グループディスカッション」
今年も盛況
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宅建協会の博多支部（角田幸雄支部長）は、2月7日に JR博多シティの JR九州ホールで一般消

費者を対象としたイベント「安全安心まちづくり会議2018in博多区～子ども・女性を犯罪から守る～」

を開催しました。同イベントは、同支部と博多防犯協会、博多警察署、博多区とで毎年開催している

防犯事業「博多区民大会」を基に、「子どもと女性の安全安心」に焦点を絞り、企画実施したものです。

はじめに、本会の秋山伸也住環境整備委員長による「宅建協会
としての防犯活動の取り組みについて」、続いて福岡県警察本部
生活安全部少年課北九州少年サポートセンター統括係長安永智
美氏による「ひとりの子どもの立ち直りが社会の未来を変える」
と題した講演、性犯罪防止及びいじめ防止のための寸劇が行われ
た後、精華女子高等学校吹奏楽部による演奏が行われました。

その後、演奏頂いた精華女子高等学校に対して、登下校時の防
犯に役立ててほしいとの思いから、同支部より同学校へ本会オリ
ジナル防犯ブザー 500 個が贈呈されました。

角田支部長は、「性犯罪防止のため、防犯ブザーをしっかり活
用してほしい。今後も、行政や警察署、地域住民と一緒に安全安
心な住みやすいまちづくりに取り組んでいきたい。」と話してい
ます。

宅建協会の南部支部（宮内久滋支部長）は、平成 29 年 12 月
5 日に南市民センターで開催された「南区歳末防犯大会」に参
加し、筑紫丘校区自治協議会への青パト（青色回転灯装備車）
贈呈を行いました。また、大会終了後に行われた「暴追パレード」
にも参加し、「暴力団追放！」のシュプレヒコールを挙げながら、
横断幕やプラカードを手に、約 1km 行進しました。

本年 1 月 16 日には、南警察署にて尾上芳信署長より感謝状を
受領。これは、同支部が、夜間防犯パトロールや青パト寄贈、
大橋駅付近の植栽、各種防犯キャンペーンの実施を通じて、安全・
安心まちづくりに貢献したことが功績として表彰されたもので
す。

宮内支部長は、「南警察署や行政と連携し、地域住民がさらに
暮らしやすくなるよう住環境整備に努めたい」と話しています。

博多支部

南区歳末防犯大会を開催＆
南警察署より感謝状を受領

「安全安心まちづくり会議2018 in 博多区 
～子ども・女性を犯罪から守る～」を開催

南部支部
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年々、高齢者一人暮らしの世帯は増加しており、また
少子化に伴い人口は年々減少し、空き家・空き室問題は
大きな社会問題となっております。そこで、超高齢化社
会において高齢者の入居支援は欠かせないとの考えから、
福岡県宅建協会会員の事業支援を行う（株）福岡県不動
産会館（執行龍美社長）では、高齢者見守りサービスを
行うホームネット（株）とこのほど業務提携を行いました。
同社が提供する高齢者の安否確認サービス「見まもっ
TEL プラス」を、会員を通じて提供致します。
「見まもっ TEL プラス」は、週に 2 回の安否確認の電

話サービスと居室内での不慮の事故による原状回復費用
等を上限 100 万円まで費用補償を行います。具体的には、
決まった曜日・時間帯にかかってくる安否確認電話（音声
ガイダンス）に、入居者自身が「元気ならボタンの 1」「体
調が悪いならボタンの 3」を押すだけの操作で、その操作
結果を離れて暮らす家族などにメールでお知らせします

（メールはあらかじめ 5 名まで指定可）。この受信したメー
ル内容に応じて、受信者が入居者宅の訪問等をすることに
より、万が一の際の早期発見に繋がることが期待できます。

平成28年4月1日から「障
害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律（通称：
障害者差別解消法）」が施
行され、障害のある方に対
する「不当な差別的取扱い
の禁止」や「合理的配慮」
などが求められています。

障害のある方は、社会の
中にあるバリアによって生
活しづらい場合があるた
め、役所や事業者に対して、

正当な理由なく “障害” を理由として差別することを禁止
（「不当な差別的取扱い」の禁止）しており、その具体例
としては、不動産会社店舗に障害のある方が物件を探し
に来た際に「障害者向け物件はない」と言って対応しな
いことなどが挙げられます。

そこで、障害のある方から、何らかの対応を必要とし
ているとの意思が伝えられたときに対応に努めることを
求めています（「合理的配慮」の提供）。この「合理的配慮」
は負担が重すぎない範囲で対応することが求められます
が、負担が重すぎる場合は、なぜ負担が重すぎるのかと
いう理由を説明し、別のやり方を提案したり、話し合っ

更に、残念ながら居室内での死亡が発見された場合は、
原状回復費用（修繕、清掃、異臭除去、消毒等）、事故対
応費用（遺品整理費用、遺族との連絡のための通信費等）、
葬儀費用（上限 50 万円）を併せて、上限 100 万円まで支
払われます。

このサービスを利用するには、初回登録料 1 万円（税別）
に加え、月額利用料 1,500 円（税別）となります。会員の
皆様におかれましては、同サービスの取扱店になってい
ただき、高齢化社会における賃貸管理業務にご活用いた
だけたらと思います。また、取扱店になっていただける
会員の皆様に対しては、ホームネット（株）より販売手
数料をお支払いいたします。取扱店になるための販売委
託契約に際しては面倒な手続きは不要で、かつ、契約に
伴うノルマや費用負担もありません。

この機会に、高齢者見守りサービス「見まもっ TEL プ
ラス」の利用の検討をよろしくお願い致します。

お問い合わせは、（株）福岡県不動産会館（TEL：092-
631-3333）もしくはホームネット（株）（TEL：03-5285-4538）
までお願い致します。

て理解を得るよう努めることが大切とされています（そ
の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異
なると考えられます）。
「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけ

ではありません。身体障害者、知的障害者、精神障害者、
その他の心や体の働きに障害がある方で、障害や社会の
中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な
制限を受けている方全てが対象となります。障害のある
方とない方がお互いに理解し合っていくことが「共生社
会」の実現にとって大きな意味を持ちます。障害のある
なしに関わらず、全ての命は同じように大切であるとい
う「当たり前の価値観」を改めて、社会全体で共有して
いけるようご理解・ご協力をお願いいたします。

障害者差別解消法についての詳細は・・・
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html

＊�公的身分証明書（公的証明書、身分証）とは、氏名・住所・生
年月日・性別・顔写真など、個人を特定する情報を記載・貼付
したもので、社会生活上、人の本人性や法的資格を示すために
官公庁や学校・会社・団体など公的機関が発行する証明書。公
的機関が発行する障害者手帳も公的身分証明書に該当する。

▲障害者向け物件はないと言って
　対応しない

障害者への不当な差別的取扱いは禁止されています。障害者への不当な差別的取扱いは禁止されています。障害者差別解消法を
ご存じですか？ ～「共生社会」の実現を目指して～～「共生社会」の実現を目指して～

高齢者見守りサービス高齢者見守りサービス 提携開始‼提携開始‼「見まもっTELプラス」「見まもっTELプラス」

◎高齢者一人暮らし入居促進に
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今回は定期借家契約において、特に質問が多
い「事前説明」、「中途解約」、「再契約」のポイ
ントをご紹介します。

＜事前説明＞
現行法において、定期借家契約を締結するためには

契約締結前の宅建業者が行う重要事項説明とは別に、
貸主が定期借家契約である旨を説明した文書を交付し、
それを口頭で説明する必要があります（以下「事前説
明」）。

事前説明では、「この建物の賃貸借は更新がなく、期
間の満了により終了する」旨を賃借人に説明する必要
があります。事前説明を行わなければ、「契約の更新が
ない」こととする定めは無効であり、普通借家契約と
なります。普通借家契約において貸主は、法定更新（期
間満了の 1 年前から 6 か月前までの間に契約を更新し
ない等の通知をしない場合、従前の契約と同一の内容
で更新したとみなされる）と、正当事由の規定が適用
されることとなります。

後にトラブルにならないために、事前説明及び書面
の交付を行う必要があります。事前説明文書には借主
となる予定の人から署名捺印をもらい、いつ事前説明
を受けたかが重要であるため、日付の記入も合わせて
行いましょう。会員サイト「書式のダウンロード」ペ
ージにて、事前説明の様式のひな形をダウンロードで
きますのでご利用ください。〈https://www.f-takken.
com/member/shoshiki/〉（全会員共通の IP・PW が必
要です）。

また、本来は事前説明は貸主が行うものですが、貸
主に代わって宅建業者が説明と書面交付を行う場合は、
貸主から「貸主に代わって事前説明文書を交付・説明
する」という代理権をもらう必要があります。

＜中途解約＞
居住用建物において 200 ㎡未満のもので、借主が転勤・

親族の介護等やむを得ない事情により使用が困難にな
った際は、特約がなくとも期間の途中で借主から解約
を申し出ることが認められています。その際、借主が
貸主に対して 1 ヵ月前までに解約を申し入れることに
より契約が終了します（借地借家法第 38 条第 5 項）。

この点に関しては当事者の意思に関わりなく適用され
る規定として借主が保護されているため、契約で中途
解約できない旨を定めても、その定めは無効となりま
す。しかし、貸主と借主が合意すれば中途解約に関す
る特約がなくとも、期間の途中で解約することは可能
です。

では、貸主から中途解約を申し出る場合はどうでし
ょうか。借主から中途解約を申し出る旨の特約を結ぶ
ことは可能ですが、貸主からの中途解約ができる旨の
特約を結ぶことは認められません。定期借家契約では、
更新がない代わりに期間満了まで賃貸することが貸主
の義務とされており、借主の期間の利益を守らなけれ
ばなりません。ただし、借主が契約に定める事項に反
した場合で、貸主が相当な期間を定めて催告したにも
関わらずその義務を果たさなかったときは、契約期間
中であっても貸主は借主の債務不履行を理由として契
約を解除することは可能です。想定される例としては、
賃料を支払わない場合や契約書に規定している借主の
義務を守らない場合などが考えられます。

＜再契約＞
定期借家契約が契約期間の満了により終了しても、

建物と当事者が同一であれば、引き続き定期借家契約
を締結することが可能です。同一の当事者同士が同一
の建物を再度利用することについての合意を再契約と
いいます。再契約は何度でも行うことができ、それに
より借主は長期間同一建物を利用することが可能にな
ります。

再契約をする場合でも、原状回復をする必要はある
のでしょうか。再契約期間が満了し、再契約を行わな
い場合には原状回復をして建物を明け渡すことになり
ますが、再契約により居住が継続している場合は、最
初の契約終了時に明渡義務・原状回復義務を履行させ
ることは適当ではなく、再契約が終了し、明け渡す際
に当初の契約からの全契約期間を通じての原状回復義
務を履行することになります。敷金の精算については、
敷金返還請求権は建物の明け渡し時に発生するという
判例もあり、契約終了後、建物を明け渡した後に精算し、
敷金を返還するのが原則です。再契約をした場合も、
再契約が終了し、建物を明け渡した後に精算するのが
適当でしょう。

相談所日記 No.17

定期借家契約のポイント
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No．19

九公取
だより
九公取
だより 広告相談事例

（問）駅から物件までの徒歩所要時間を表示したいのです
が、駅の改札から測る必要がありますか？また、物件の
着点はどこになるのでしょうか？

（解答）駅から物件までの徒歩所要時間の表示に関しては、
表示規約第 15 条 4 号（各種施設までの距離又は所要時間）
及び表示規約施行規則第 10 条 8 号から 10 号（各施設ま
での距離又は所要時間）において規定しています。起点
については駅の改札口から計測する必要はなく、駅の出
入口を起点として差し支えありません。地下鉄の駅の場
合は、地下鉄の出入口を起点とすればよいこととして取
り扱われます。なお、駅の出入口が複数ある場合は、そ
の出入口の名称（例：「中央口」「○番出口」等）を明ら
かに表示したほうが望ましいでしょう。起着点について
は、新築分譲マンション・新築住宅・中古住宅・中古マ
ンション及び賃貸物件の場合は物件の出入口、売地及び
貸地等の場合は、駅から最も近い敷地の地点が道路距離
測定の着点となります。新築分譲住宅や分譲宅地等の販
売戸数（区画数）が複数の場合は、最も駅に近い区画を
着点として差し支えありません。

（問）地下鉄から物件まで、物件から学校まで、それぞれ
徒歩所要時間を算出する際は、どこを起点としますか？
また、公園内の歩道を通れば駅に近い場合がありますが、
これを経由した徒歩所要時間を表示しても良いですか？

（解答）地下鉄駅の場合は、地下鉄駅への出入口が起点と
なります。学校の場合は、原則正門が起着点となりますが、
登下校の際に裏門も開いている場合は裏門でも差し支え
ありません。なお、通学路が指定されている場合は、こ
れを経由した道路距離を表示すべきです。また、通行す
るにあたり特段の支障がなければ公園内の歩道等を経由
した徒歩所要時間を表示しても構いませんが、通常の道
路等を経由した徒歩所要時間も併せて表示してください。

（問）バスの所要時間についての算出基準を教えてください。

（解答）バスの所要時間については、徒歩所要時間と異な
り、具体的・画一的な表示の基準はありません。具体的
には表示するバス路線の運行表による時間をバス会社に
確認して表示してください。

（問）建築基準法上、居室と認められない納戸を有する住
宅を広告する際に居室であるか納戸であるかの別を記載
していない間取り図を掲載することはできますか？

（解答）居室であるか納戸であるかの別を記載していない
間取り図を掲載した場合、いずれの部屋も居室であると
誤認されるおそれがあるため、不当表示に該当します。
間取り図を掲載するか否かにかかわらず、納戸を居室と
して表示することはもとより、特定の情報を表示しない
ことによる誤認も不当表示の対象となります。

（問）当社は、賃貸住宅の仲介を行っている業者ですが、
インターネット情報サイトに掲載した物件について顧客
から入居申込を受けていますが、貸主から「申込は受け
ていても、キャンセルになり契約に至らない場合もある
ので、引き続き募集広告を行ってほしい」といわれてい
ますが、このまま広告を続けることは可能ですか？

（解答）顧客から申込を受けた物件は契約を締結する前の
段階ですからキャンセルとなり契約に至らない可能性も
あります。しかしながら、既に申込を受けているのに、
取引が可能であるかのように広告するのは、顧客を不当
に誘引することになるだけでなく、順調にいけば契約を
締結することになるため、取引することができないこと
になります。つまり、このまま広告を継続すると、実際
には取引することが出来ない物件を広告することになり、

「おとり広告」に該当することになります。キャンセルに
なる可能性があるから、申込があっても広告を掲載し続
けるという考えではなく、申込があった物件については、
その時点で契約済みとなったものとみなして取り扱う必
要があります。

（問）建築後 1 年未満の未入居の住宅を買い戻し、再販売
する際に「新築」と表示して良いですか？

（解答）表示規約第 18 条第 1 項第 1 号において、「新築」
とは、「建築後 1 年未満であって、居住の用に供されたこ
とがないものをいう。」と規定していますから、所有権保
存登記が前購入者の名義でなされていても、建築後 1 年
を経過していない未入居の物件は「新築」と表示できます。

一般社団法人九州不動産公正取引協議会では、不動産広告に関する相談を受け付けています。不動

産広告に関しては、自主規制ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」（表示規約）と「不

動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」（景品規約）が定められており、注意が

必要です。相談事例を基に具体的な相談内容をQ＆A方式にて解説します。
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.12.01 〜 H30.1.31

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 （03）
大臣 7247 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション　新宮店 沖田　裕之 福岡県糟屋郡新宮町美咲 2-8-13

（第二格昭ビル 1F） 092-962-9123 092-962-9120 H29.12.7

東部支部 （01） 18604 トラストフィールド㈱ 大川　英樹 福岡県福岡市東区原田 1-41-12
フラリッシュ博多東 307号 092-710-6026 092-710-6027 H29.12.20

東部支部 （01） 18609 テクノホーム㈲ 亀田　住宜 福岡県福津市高平 6-2 0940-42-6888 0940-42-1999 H29.12.22

東部支部 （01） 18610 まいだし地所管理㈱ 小山　重彦 福岡県福岡市東区馬出 5-11-11 092-651-6510 092-651-6510 H29.12.22

博多支部 （01） 18475 ㈱柴田産業 柴田　靖典 福岡県福岡市博多区博多駅南
3-18-2 092-433-1020 092-433-1022 H29.12.7

博多支部 （01） 18580 ㈱ニッシンホームテック 岩﨑　悦也 福岡県福岡市博多区東光寺町 2-7-
32　ニッシンビル 2F 092-472-8877 092-452-5518 H29.12.7

博多支部 （01） 18586 ㈱ TM　COMPANY 張　童 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-2-
5-305 092-292-6606 092-292-6602 H29.12.1

中央支部 （03）
大臣 6880 ㈱福屋不動産販売福岡店 沖　隆茂 福岡県福岡市中央区高砂 1-3-13 092-534-2981 092-534-2982 H29.12.7

中央支部 （01）
大臣 9266 ㈱イコールワン福岡支社 友田　圭祐 福岡県福岡市中央区大名 1-1-32

GLANZ7F 092-707-0555 092-707-0556 H30.1.12

中央支部 （01） 18584 KuruHuku 不動産㈱ 三浦　直樹 福岡県福岡市中央区白金 1-21-13-
3F 092-791-9629 092-791-9669 H29.12.7

中央支部 （01） 18585 ㈱アークブレイン 井手　宏 福岡県福岡市中央区赤坂 2-6-23-
202 092-738-5828 092-738-5829 H29.12.1

中央支部 （01） 18589 ㈱クラフトマンエステート 相良　岳志 福岡県福岡市中央区薬院 3-13-11-
330 092-707-3858 092-707-3859 H29.12.6

中央支部 （01） 18603 さとみ不動産㈱ 平野　里美 福岡県福岡市中央区警固 2-3-26-
305 092-406-9244 092-406-9245 H29.12.20

中央支部 （01） 18606 ㈱ Good　Living 和田　敏宏 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-1-3-
201 092-406-2108 092-406-2109 H29.12.20

中央支部 （01） 18615 ㈱みとま不動産 三苫　健二 福岡県福岡市中央区天神 3-2-4-
201 092-732-5536 092-732-5537 H30.1.4

中央支部 （01） 18616 大和不動産開発㈱ 大久保　賢
福岡県福岡市中央区大名 2-4-38-
318
（チサンマンション天神Ⅲ）

092-753-9695 092-753-9694 H30.1.4

南部支部 （01） 18605 アッシャー不動産 伊藤　妙子 福岡県福岡市南区中尾 1-41-39 092-561-9937 092-561-9946 H30.1.12

南部支部 （01） 18607 ㈱リンクス 工藤　健吾 福岡県福岡市南区中尾 3-5-5 092-408-2552 092-408-2553 H29.12.22

福岡西支部 （03）
大臣 6857 タマホーム㈱福岡西店 大開　勉 福岡県福岡市西区北原 1-19-2 092-805-1161 092-805-1162 H30.1.12

福岡西支部 （01） 18587 ㈱山村企画 山村　大輔 福岡県福岡市城南区田島 1-2-30
くうたんはうす・ばう 3階 008 号 092-407-6777 092-407-6778 H29.12.7

福岡西支部 （01） 18590 ㈲山口建設 山口　勝 福岡県福岡市早良区小田部 1-19-
24 092-831-2997 092-831-2998 H30.1.12

福岡西支部 （01） 18614 ㈱ Sincere　Trust 井原　修司 福岡県福岡市西区今宿西 1-28-15-
105 092-807-1171 092-807-1161 H30.1.4

福岡西支部 （01） 18621 資産管理㈱ 阿南　宏和 福岡県福岡市早良区城西 3-10-1　
エルモス西新 501号 092-847-6272 092-847-6273 H30.1.12

北九州支部 （05）
大臣 5407 ㈱東武住販苅田店 寿浦　秀俊 福岡県京都郡苅田町富久町 1-3-3 093-435-5111 093-435-5115 H30.1.12

北九州支部 （01） 18581 ㈱福岡商店ホールディングス 福岡　竜太 福岡県北九州市八幡西区上の原
3-5-10 093-981-0450 093-981-4384 H30.1.12

北九州支部 （01） 18597 ㈱ 2103 磯本　憲二 福岡県北九州市門司区栄町 9-24 093-321-2103 093-321-2102 H29.12.15

北九州支部 （01） 18598 ㈱クレアホーム 杉元　麻哉 福岡県中間市土手ノ内 3-39-3 093-701-6961 093-701-6962 H29.12.15

北九州支部 （01） 18612 ㈱ four　leaf　clover 福田　貴光 福岡県北九州市小倉北区片野新町
1-1-1 093-482-4882 093-482-4883 H29.12.25

第 525 号　　2018 年（平成 30 年）3 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）



支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

北九州支部 （01） 18624 ㈱リン・リン 川越　利成 福岡県北九州市八幡西区藤田 1-1-
11 093-642-0022 093-642-0033 H30.1.31

北九州支部 （01） 18624 ㈱リン・リン黒崎駅前店 太田　淳史 福岡県北九州市八幡西区藤田 2-1-1 093-642-3032 093-642-3034 H30.1.31

北九州支部 （01） 18625 東光㈱ 山﨑　純一 福岡県北九州市八幡西区鷹見台
1-12-10 093-691-6237 093-691-6237 H30.1.31

久留米支部 （01）
大臣 8577 久留米建設㈱リノベ不動産プラスリノベ 渡邊　剛 福岡県久留米市通町 104-3

小野ビル 1階 0942-27-7577 H30.1.12

退 会 者 一 覧 表 期間 :��H29.12.01 〜 H30.1.31

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 （08） 9147 井上地所 井上　安彦 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東 3-2-1
ユーアイショップ 1F 092-938-7671 H30.1.11

東部支部 （03） 14958 ㈱髙木ビルド＆リース 髙木　雅男 福岡県宗像市赤間 4-1-25 0940-38-0303 H30.1.24

博多支部 （09）
大臣 3195 ㈱ハウスメイトパートナーズ九州統括本部 箕浦　謙二 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5

アサコ博多ビル 4F 092-477-5800 H29.12.11

中央支部 （07） 11752 浜の町ホーム 稗田　久子 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-5-2 092-761-2564 H30.1.9

中央支部 （06） 11976 ㈲住居計画 是久　公宣 福岡県福岡市中央区薬院 2-4-26-505 092-725-6316 H29.12.22

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 H29.12.21

中央支部 （02） 16759 ㈱ R－ ism�FUKUOKAmadori�cafe 井上　麻衣 福岡県福岡市中央区今泉 2-5-10 092-791-4300 H29.12.22

筑紫支部 （11） 6156 青山地建㈱M＆ Aリノベオフィス 青山　博秋 福岡県筑紫野市美しが丘南 6-4-19 092-924-8310 H29.12.25

筑紫支部 （05） 13145 ㈲ロッキー企画 太田　久美子 福岡県朝倉市美奈宜の杜 7-1-32 0946-21-3700 H30.1.22

福岡西支部 （11） 5436 ふくい商会 諸熊　清美 福岡県福岡市城南区梅林 1-14-14 092-861-7210 H30.1.22

福岡西支部 （05） 12883 井福不動産 原　眞美子 福岡県福岡市早良区干隈 3-6-8 092-865-1138 H29.12.12

福岡西支部 （02） 16174 ㈱アポロン・ハウジング 松岡　忠 福岡県福岡市城南区七隈 6-10-8 092-515-3500 H30.1.15

福岡西支部 （02） 16969 ㈱山口不動産 山口　嘉男 福岡県福岡市城南区東油山 1-1-16 092-801-1757 H30.1.29

福岡西支部 （01） 17237 ㈱ネクスト 石橋　充教 福岡県福岡市早良区百道浜 4-31-1 092-833-7780 H29.12.4

福岡西支部 （01） 17963 Universal�Standard�Design ㈱ 海津　剛 福岡県福岡市城南区鳥飼 5-13-34
花田ビル 2階 092-836-8877 H30.1.10

北九州支部 （08）
大臣 3440 ㈱タイセイ・ハウジー北九州営業所 須藤　哲平 福岡県北九州市小倉北区京町 2-7-5 093-588-6161 H30.1.22

北九州支部 （10） 7713 住宅情報㈱ 池崎　元章 福岡県北九州市小倉北区片野 3-3-1 093-922-5560 H29.12.25

北九州支部 （05） 13145 ㈲ロッキー企画遠賀支店 太田　久美子 福岡県遠賀郡岡垣町中央台 5-2-1 093-282-1356 H30.1.22

北九州支部 （02） 16071 ㈱センチュリー不動産 乘行　賢 福岡県北九州市八幡東区西本町 1-12-1 093-681-0011 H30.1.26

北九州支部 （02） 16225 ㈲ヒカリコーポレーション 古見　正義 福岡県北九州市八幡西区大浦 1-1-3 093-693-5511 H29.12.4

久留米支部 （12） 3990 竹下不動産商事 竹下　久光 福岡県久留米市城南町 3-11 0942-32-7945 H29.12.14

県南支部 （07） 11093 ㈲日昭産業 空閑　紀子 福岡県八女市大島 533-1 0943-23-4100 H30.1.18

筑豊支部 （07） 10794 エステート福岡 小宮山　強 福岡県飯塚市伊岐須 281-39 0948-24-6915 H30.1.17

第 525 号　　2018 年（平成 30 年）3 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。（5 月～ 7 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
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
H�30�年�11�月 6/14（木）・6/15（金）アクロス福岡、6/21（木）小倉興産 H�30�年�4�月上旬
H�30�年�12�月 7/18（水）・7/19（木）アクロス福岡、7/13（金）小倉興産 H�30�年�5�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

（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。

　（株）福岡県不動産会館では、宅建協会監修による賃貸オーナー向け季刊誌「オーナー通信」を年

に 4 回（1 月・4 月・7 月・10 月）発行しております。

　毎号、空室対策や敷金精算、税務知識、トレンド物件、市場動向など、賃貸経営を成功に導くため

のタイムリーな情報やメリットなどを分かりやすくご紹介しておりますので、管理業者の皆さまから

オーナー様にお渡し頂くことで、コミュニケーションツールとしてご活用頂けます！

　改正宅建業法について特集した最新号を見本として 1 部ずつ同封させて頂きますので、ご一読いた

だき、今後の営業支援ツールとして是非ご検討ください。

管理業者とオーナー様との絆を強化！「オーナー通信」のご紹介

表紙について
「福岡西部地域と糸島市と共に発展・共生してゆく九州大学伊都キャンパス」
　九州大学伊都キャンパスは、福岡市西部地域と糸島市にまたがる新キャ
ンパスです。
　2005年（平成17年）10月に、箱崎・六本松・原町地区のキャンパスを統合移
転し、平成30年度までに、計画人口約2万人  275haの広大な敷地に延べ床面
積約50万㎡の施設を計画実施する予定です。
　糸島地域の悠久な歴史と豊かな自然との共生を掲げ、福岡市近郊にある
利便性を活かし、伊都キャンパスを核とした日本とアジアの知的交流拠点
としての学術研究都市づくりを目指しています。
 （撮影：（株）モモチ住宅　讃井  嘉樹 氏　 コメント：福岡西支部  総務部）

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。

福岡県からのお知らせ

　共同住宅での性犯罪被害を防止するため、「管理業者

向け」「住居者（新規女性入居者）向け」の 2 種類の啓

発リーフレットを作成し、前号（宅建ふくおか 12-1 月号）

に同封し、宅建協会会員の皆さまへ配布いたしました。

　リーフレットの追加をご希望される場合は、下記まで

お知らせください。

福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
女性・子ども安全係　担当：道永
ＴＥＬ：092-643-3124

～共同住宅での性犯罪被害防止
啓発リーフレットについて～

平素より「ふれんずマンションサーチ」をご利用いただきありがとうございます。
本年 4月より、「ふれんずマンションサーチ」の様々な機能を強化します。
なお、機能強化に伴い、利用料金を改定させていただきますので、

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＜機能強化ポイント＞
○「お知らせ」「よくある質問と回答」など役立つ情報を追加
○住所一覧が見やすく、住居表示変更にも迅速に対応
○価格表と間取図など同一マンションの資料の一括ダウンロードが可能に
など。

1 資料ダウンロード：350 円（税別）

新料金

株式会社 福岡県不動産会館

「マンションサーチ」のリニューアルと料金改定のお知らせ
ふれんずパソコン会員の皆様へ
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