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新年あけましておめでとうございます。会員の皆様
におかれましては、お健やかに新しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。

さて、昨年は 1 年の世相を表す「今年の漢字」に「災」
が選ばれたように、自然災害の多い 1 年だったように
感じます。昨年6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、
9 月には台風 21 号が関西地方で猛威を振るい、北海
道胆振東部地震が発生し、甚大な被害をもたらしまし
た。

不動産動向に目を向けますと、土地取引の指標、正
常な地価形成を目的とした基準地価は、前年比で 27
年ぶりの上昇に転じました。これに対し住宅地は 27
年連続の下落という結果となりましたが、低金利など
の対策により 9 年連続で下落幅は縮小しており、資産
デフレ解消に向けて緩やかに進行しています。地価上
昇の大きな要因は増え続けている訪日客といわれてい
ます。その中で、住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行
されました。近隣住民とのトラブルなど課題も多い民
泊ですが、本年開催のラグビー W 杯や 20 年の東京オ
リンピックなど国内外の観光客の増加をにらみ、我が
業界も目を離すことができない問題です。

また、昨年秋には、安倍首相が自民党総裁選で 3 選、
第 4 次安倍改造内閣が発足しました。政府は、予定ど
おり本年 10 月に消費税を 8％から 10％に引き上げる
ことに理解を求めました。消費税の引き上げにより、
住宅取得に関する駆け込み需要が予想されますが、増
税後の反動減、消費の冷え込みなど景気後退が懸念さ

れます。
宅建業界では、昨年 4 月に施行されました宅地建物

取引業法の改正により、建物状況調査を実施する者の
あっせんに関する事項の記載（媒介契約書）、建物状
況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に
関する書類の保存状況を重要事項として説明（重要事
項説明）、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の記載（売買契約書）
が義務付けられました。本年 6 月に施行されます改正
消費者契約法では、「無効となる不当な契約条項」等
が追加されます。さらに 20 年には改正民法（債権法）
が施行されますので、本会としましては、各種契約書
の見直し、会員向け研修会・説明会の開催や不動産無
料相談所の対応強化など消費者保護の観点に立ち全力
で取り組んで参ります。

さて、本会としましては、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、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」を軸とした事業を着実に実
施して参りました。

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」事業を展開しており、
昨年 8 月には福岡県空き家バンク「空き家 DE 暮らす」
を公開しました。これは福岡県内に点在する空き家バ
ンク物件を集約し、一括での検索を可能としつつ自治
体の特徴等もあわせて確認できるようにしたサイトと
なっています。また、近年、民間の不動産ポータルサ
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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、4 月 1 日から、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
通を促進するための改正宅地建物取引業法が全面施行
されました。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し
た。

本県では、この法改正に先んじて買主の住宅性能へ
の不安を解消するため中古住宅の検査制度「住まいの
健康診断事業」を実施しておりますが、費用の補助を
はじめとする貴協会による多大なご尽力により、昨年
は一昨年を大幅に上回る診断が行われました。

また、県内の空き家情報を効率よく検索することを
可能とするため、貴協会の不動産情報サイト「ふれん
ず」内に、県内市町村が有する空き家情報をワンスト
ップで提供するシステム「福岡県版空き家バンク」を
構築していただき、8 月 1 日から運用を開始いたしま

イトが業者向けのサービスに注力している状況にある
中、他社ポータルサイトと同等のサービスを提供でき
るよう抜本的な改善を行う必要があるため、新たにふ
れんず検討小委員会を設置し、サイト改修に向けた検
討を進めています。

また、九州不動産公正取引協議会がおとり広告を掲
載した事業者にポータルサイトへの広告掲載停止の処
分を開始、本会においても処分を受けた会員について
は、ふれんずへの物件掲載を停止するなど規程に違反
した会員に対して適切な指導を行うことで、取引の円
滑化に努めています。

その他にも既存住宅流通の活性化及びインスペクシ
ョンの普及促進や国土交通省が既存住宅市場の流通活
性を図るために創設し、全宅連が取り組む「全宅連安
心 R 住宅」事業の受付業務を開始しました。

公益目的事業 2 の「啓発活動・人材育成事業」では、
不動産取引を安全に行うために実施する業者講習会や
本部講習会をはじめ、消費者を含めた不動産取引知識
の習得を図る目的で、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」の普及
活動に取り組みました。また、会員実態調査や屋外違

反広告物除去活動の実施など消費者保護推進に努めま
した。

公益目的事業 3 の「地域社会への貢献事業」では、
常設不動産無料相談所及び総務省、福岡県や各市の行
政機関への相談員の派遣、福岡県下 6 か所で開催した
不動産移動無料相談会などの消費者保護活動に努める
一方、「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」（責任者講習）を実施するな
ど安全で安心できる住環境の提供に努めました。また、
消費者を対象とした「よか街福岡」や「消費者セミナ
ー」を実施し、ふれんずの PR 活動を通じ地域貢献事
業を展開しました。

事務局体制におきましても、就業規則等の改正を行
い、人事評価研修を実施するなど今後ますます会員の
皆様の業務支援のために尽力できるよう働き方改革を
進めております。

最後に、本年も消費者から高い信頼を受ける団体と
して、本会の社会的使命であります公益目的事業 3 本
柱を着実に遂行していくことをお誓いし、会員の皆様
のますますのご発展とご多幸を祈念申し上げ、念頭の
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

空き家対策を官民一体で推進
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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。

その中でも流通事業については昨年 4 月にシステム
ダウンが発生し、株主の皆様にはご迷惑をお掛けしま
した。当社において、流通事業は大きな売上を占めて
おり、ふれんずのパソコン会員数及びページビューと
もに順調に伸びている状況にあります。本年は今後に
備える意味でシステム構築を見直し、今後に対応出来
るハードの導入を行い、宅建協会と協働し、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
しや消費者へのスムーズな情報提供を推進したいと考
えております。

保険関連事業では、昨年より経営統合した「AIG
損害保険」と新たなスタートを切っております。同社
と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
宅総合保険「リビングパートナー（旧ライフパートナ
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、創業初期より不
動産業務商品の販売など株主の皆様の業務を支援して
参りました。当社は時代の流れや業界の変化に対応す

るために「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」、当社が
運用する「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、事業
を展開してきました。

また、会館管理事業においては不動産会館の建物は
昭和 62 年に建てられ、30 年を経過し、今後の対応を
検討すべき時期に来ております。

当社としましては、宅建協会と連携し、今後もさら
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 5 年目を迎えた「㈱ふれんず宅建保
証」事業ですが、会員数は 1400 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
の見直しを推進して参ります。「㈱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。

した。
こうした数々の御協力、御支援に対し、県といたし

ましても大変感謝をいたしております。
宅地建物取引に係る制度は年を追うごとに複雑・専

門化しており、同取引の適法性、透明性の確保に対す
る県民の求めるレベルも同様に高まっています。宅地
建物取引業を取り巻く環境が大きく変化する中で　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。引き続き御尽力、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。

新しいスタートに立って、株主の皆様に
業務サポートを提供

株式会社　福岡県不動産会館

代表取締役　榎 本  敏 己
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人材育成委員会（宮内久滋委員長）は、11 月 28 日
午後 5 時から一般消費者を対象とした消費者セミナー
を開催しました。この消費者セミナーは宅建協会の公
益事業の一環として、消費者に宅建協会の事業である
不動産情報ネットふれんずや不動産無料相談所につい
て、広く知っていただくためのセミナーです。当日は
1,000 名を超える参加者に来場いただきました。第一
部として、事務局より福岡県宅地建物取引業協会がど
のような事業を行っているのかについて、不動産情報
サイト「ふれんず」の利用の仕方や、福岡県とのタイ
アップでの事業「空き家 DE 暮らす 福岡県空き家バ
ンク」に関すること、また、現在利用が活発化してい
る「住まいの健康診断」についての説明を行いました。
また「不動産無料相談所」について、取引におけるト
ラブルだけではなく、事前相談をしてほしいこと、2

月には移動無料相
談会が開催される
こと、毎年相談所
に寄せられる相談
件数などもスクリ
ーンに映しながら
説明をしました。
続いて、本会の顧
問税理士である河
口正剛先生を迎え

「 相 続 セ ミ ナ ー」

を行いました。河口先生は、相続について造詣深く「相
続対策の王道」と題して、実際に家庭で相続が発生し
た場合に、どのようなポイントが問題になるのか、と
いうことを現場で培った経験をもとに、講演されまし
た。特に、親に対して子から生前に相続対策をしよう
と持ち掛けるのは難しい、という現場の実情を踏まえ
て、親世代に、生前の相続対策がいかに重要であるか
を伝え、意識改革を図るよう呼びかけました。その他
節税のポイント等についても具体例を挙げながら解説
され、聴講者は熱心に耳を傾け、メモを取っている方
も散見されました。

第 2 部は、「行列のできる法律相談所」等テレビで
も活躍されている北村晴男弁護士を講師に迎えご講演
いただきました。北村弁護士のご長男がプロゴルファ
ーで、実は福岡在住であることから話は始まり、普段
テレビでは決して聞くことができない貴重なお話を、
軽快なトークを交え、時にはテレビでおなじみの毒舌
な一面を見せるなど、会場は終始和やかな雰囲気と笑
いが絶えませんでした。講演時間を超えてもお話は続
き、最後は盛大な拍手とともに締めくくられました。

「生活の中の法律～日常生活とリーガルマインド～」について講演「生活の中の法律～日常生活とリーガルマインド～」について講演
【消費者セミナー】【消費者セミナー】メイン講師「弁護士 北村晴男氏」によるメイン講師「弁護士 北村晴男氏」による

北村弁護士 熱弁! 平成30年11月28日（水）アクロス福岡シンフォニーホールに於いて
今回で 4 回目を迎えた消費者セミナーを開催！

第 530 号　　2019 年（平成 31 年）1 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）



平成 30 年春の褒章において、本会の柴山副会長と三好副会長が黄綬褒章を、
秋の叙勲において、北里名誉会長が旭日双光章をそれぞれ受章されました。
名誉会長および副会長のお二人が、栄誉ある章を受章されましたことは、福岡県

宅建協会にとりましてもたいへん名誉なことであり、心よりお祝い申し上げます。

柴山副会長、三好副会長が黄綬褒章を受章

北里名誉会長が旭日双光章を、

～業界の発展、地位向上に尽力～

平成30年 叙勲・褒章

平成 30 年 5 月 15 日、国土交通省にて黄綬褒章を賜りました。この栄
誉も、皆様の永年に亘る温かいご支援・ご指導の賜物と深く感謝申し上
げます。

今後も、この栄誉に恥じることのなきよう尚一層精進し、些かなりと
も宅建業界ならびに地域社会発展のため尽力する覚悟でございます。

春の褒章に際しまして、図らずも平成最後の年に黄綬褒章の栄誉に浴
し、身に余る光栄と存じております。褒章の記・褒章の伝達を受け、皇
居に参内し豊明殿において天皇陛下に拝啓の栄誉とともにお言葉を賜
り、生涯忘れることのできない一日となりました。

これも偏に、皆様のご指導ご支援の賜物と衷心より感謝申し上げます。

平成 30 年 11 月 8 日、秋の旭日双光章を受章いたしました。このよう
な栄誉ある章を受章出来ました事は、皆様のご協力・ご支援の賜物と感
謝を申し上げます。

この度の栄誉を心の励みとし、これからも業界発展のために微力ながら力
を尽くしていく所存であります。皆様に深謝を申し上げ受章御礼と致します。

柴 山  利 博　副会長

三 好  孝 一　副会長

北 里　厚　名誉会長

黄綬褒章受章

黄綬褒章受章

旭日双光章受章
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宅建協会（加藤龍雄会長）は、11 月 20 日に福岡県
庁副知事室にて、「平成 30 年度女性と子どもの安全み
まもり企業」として、大曲昭恵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 27 年度より、4 年連続の

表彰となります。
本会では、例年

実施しているオリ
ジナル防犯ブザー
の製作・配布や福
岡県警察及び福岡
県鉄道連絡協議会

10 月 31 日、ソラリア西鉄ホテルで「九州・山口　
結婚・子育て応援企業フォーラム」が開催されました。
これは、結婚・子育て事業を推進する九州・山口各県
及び経済界などが共同開催したものです。

本フォーラムの中で、結婚・子育て応援企業を代表
して福岡県宅建協会が、他の 4 法人と共に、取り組み
内容の発表を行いました。

本会からは、カップリングパーティーを開始した平
成 27 年当時の総務委員長である三好副会長より発表
を行い、「会員を対象にしたアンケートによると、60

代以上の代表者
が約半数であっ
た。また、全会
員のうち半数以
上が自分一代で
事業を廃止する
方向であるとの

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
実施等の他、昨年
度は新たな取り組
みとして、卒業を控えた筑紫女学園高等学校の生徒に
向けて一人暮らしをする上での注意点などを伝える講
演会や、性犯罪防止に関する知識を記載した「オリジ
ナル性犯罪防止啓発ノート」の製作・配布を実施しま
した。

今後も宅建協会では、「安全・安心で住みよいまち
づくり」の推進のため、様々な活動に取り組んでいき
ます。

結果から、少子化・後
継者育成事業として、
カップリングパーティ
ーを開始した。毎回カ
ップルが成立するなど
成果が見込まれている
ことから、今後も積極的に結婚・子育て応援活動に取
り組みたい」と話されました。

また、当日は九州・山口各県共通の「結婚・子育て
応援ロゴマーク」の発表がありました。ロゴは、9 つ
のハートマークや花束、メガホンをあしらったデザイ
ンで、出会いや結婚を皆で呼び掛け、9 県の幸せをつ
なげようというコンセプトになっています。福岡県で
は、「出会い応援団体」に登録いただいた企業・団体に、
このロゴマークの交付を行っています。

本会では、今後も結婚・子育て応援活動に協力して
いきます。

結婚・子
育てを地元が応援！！

九州・山口 結婚・子育て応援企業フォーラムにて
本会の活動を発表しました

～ 4年連続表彰 ～～ 4年連続表彰 ～
女性と子どもの安全みまもり企業表彰を受賞！
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総務委員会（諸隈達也委員長）は、11 月 7 日にハ
イネスホテル久留米にて「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 年度にスタートし、後継者問題
及び少子化対策活動の一環として、独身の男女に出会
いの場を提供し、結婚へのきっかけづくりを目的とし
て開催しています。今年度の第 1 弾はホテルオークラ
福岡にて開催し、第 2 弾は、福岡市以外では初めて、

久留米市での開
催となりました。

本パーティー
のトークタイム
は 2 部構成とな
っており、前半
は 1 対 1 形 式。

人権推進委員会（藤原一行委員長）は、11 月 2 日
に不動産会館研修ホールにて人権セミナーを開催しま
した。
「パワハラ・セクハラ対策」と「高齢者入居経営法」

の二部構成とし、第一部では、ハラスメント防止研修
「被害者にも加害者にもならないために知っておくべ
きこと」と題して、NPO 法人 FFA フォロワーシッ
プ協会理事の髙山里美氏より、パワハラ・セクハラを
はじめ職場で発生する主なハラスメントについて講演

していただきま
した。自己診断
表を用いてハラ
スメントに対す
る意識改善を図
りながら、ハラ
スメントの防止

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 3 分間のトークを行いました。時間毎に男性が移
動する流れで一巡した後、後半はフリータイム。立食
形式で気になる異性と会話を楽しみました。

最後に、気になった異性の中から第 1 希望・第 2 希
望を記入し、投票。その後、カップル成立者の発表が
ありました。今回は 4 組のカップルが成立し、成立し
たカップルには、特典としてホテルオークラ福岡ラン
チペアブッフェのチケットをプレゼントしました。

参加者からは、「楽しい時間をありがとうございま
した」「来年も参加したいです」「年に数回開催をお願
いいたします！」などのご意見・ご要望が寄せられま
した。

総務委員会では、来年度も同事業を予定しています。
興味を持たれた方、ご参加をお待ちしています！

策や対処法につい
て詳しく解説して
いただきました。

第二部では、「高
齢者のリスクを最
小限に！高齢者向
きアパート」と題
して、不動産オー
ナーの赤尾宣幸氏より、利回り 30％も可能な高齢者
向きアパート経営法について、成功例を基に物件の選
択条件やリスク解消策など具体的な経営方法を詳しく
解説していただきました。最後に質疑応答の時間を設
け、高齢者向き物件経営に関する受講者からの質問に
答えていただきました。

今回のセミナーを通して、職場のハラスメント防止
や高齢者入居促進に繋がればと思います。

ハトがあなたのハートを繋ぎます

久留米にてカップリングパーティーを開催しました！

▲髙山氏

「人権セミナー」 開催「人権セミナー」 開催
“パワハラ・セクハラ対策”と“高齢者入居”促進へ“パワハラ・セクハラ対策”と“高齢者入居”促進へ
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賃貸市場整備委員会（青山博秋委員長）は、11 月 5
日、アクロス福岡国際会議場において「賃貸実務セミ
ナー」を開催し、203 名が受講しました。

第 1 部は、（一社）全国賃貸不動産管理業協会の顧
問弁護士であり、賃貸住宅標準契約書改定検討委員会
で副座長を務めた佐藤貴美弁護士（佐藤貴美法律事務
所）を迎え、「民法改正下で賃貸実務に活かせる “有
効な特約条項” はこれだ！」と題して、改正民法の概
要と、改正民法下における有効な特約の在り方（内容
面・手続き面）について解説いただきました。

まず前半で、現行民法のもとで賃貸借に係る特約の
有効性が争われた有名な裁判例などを概観して、特約
をするうえでの一般的な留意点を整理・確認いただき
ました。また、後半では、2020 年 4 月 1 日から施行
される改正民法のうち賃貸借に関連する主な 5 つの項

目についてそれぞれに改正概要
を解説いただき、実務への影響
及び特約の在り方を検討。敷引
き特約についても、最高裁判決
や改正民法の規定をもとに考察
をお話しいただきました。

第 2 部は、（公社）宮城県宅

地建物取引業協会と（一社）全国
賃貸不動産管理業協会の会長を兼
任されている佐々木正勝氏（第一
建物（株））を迎え、ご自身が被災
しながらも被災者に寄り添い、経
験された様々な事柄の一端を「東
日本大震災から学ぶ管理業者のリ
スクマネジメント」と題してご講演いただきました。

国内各地で発生している想定を超える様々な災害の
中で、宅建業者・管理業者は不動産という貴重な財産
とそこを利用されている人々と密接に関わっており、
不動産を扱うプロとして大震災に備えてどのような役
割が必要か、事後処理はどのようにすべきか、事前対
策はどのようになすべきかなど、実際の被災状況を写
真等の資料で示していただきながら、山積する課題の
対処方法についてお話しいただきました。

講演後に実施したアンケートでは、「制度の趣旨に
立ち返って、特約等を考える良い機会となった」「特
約例があり、大変分かりやすかった」「東日本大震災
の生の体験を聞けて良かった」「管理する側としての
心の持ちようを教えていただいた」等の声が寄せられ
ました。

住環境整備委員会（秋山伸也委員長）は、11 月 20
日に福岡県警察ならびに（公財）福岡県暴力追放運動
推進センターの協力のもと不動産会館研修ホールにお
いて暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者講習を
開催しました。

福岡県警察本部組織犯罪対策課の担当官ならびに
（公財）福岡県暴力追放運動推進センター相談室長よ
り暴力団犯罪の現況や不当要求防止責任者の役割につ
いて説明が行われました。講義の後半には、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をお

招きし、実際にあった事例をもとに作られたお話を提
示しながら民事介入暴力の傾向と対策について講義が
なされました。

3 時間にわたって行われた講義の後には、福岡県公安
委員会より出席者全員に受講修了書が交付されました。

宅建協会会員限定の不当要求防止責任者講習は毎年
秋に開催しており、今回の開催分で累計 1,000 名を超
える責任者が誕生しました。

本講習で得られた知識を皆さまの日々の業務や社内
教育に活かしてもらえればと思います。

▲佐藤弁護士

▲佐々木会長

民法改正下で有効な特約条項や災害対策・心構えなど、
賃貸管理・実務に役立つ情報満載 ！

名の新たな不当要求防止責任者が誕生8080
会員限定の不当要求防止責任者講習を今年も実施会員限定の不当要求防止責任者講習を今年も実施会員限定の不当要求防止責任者講習を今年も実施会員限定の不当要求防止責任者講習を今年も実施

を開催「賃貸実務セミナー」
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相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、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 11 月 13 日から 11 月 15 日
まで、不動産会館研修ホールにて実施され、合計 115
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、賃貸、売買等の相談事例に対し
てどのような処理やアドバイス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を行いました。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

宅建協会（加藤龍
雄会長）は、平成 30
年 11 月 10 日（土）
に不動産会館研修ホ
ールにて平成 30 年
度事務局職員研修会

を開催し、本部・支部職員と執行部役員が参加しました。
まず、NPO 法人 FFA フォロワーシップ協会の髙山里

美氏より、「被害者にも加害者にもならないために知っ
ておくべきこと」と題し、ハラスメント防止のための
講義。ハラスメントは、被害者には一切落ち度はなく、
加害者にそのつもりがなくてもハラスメントと認定さ
れることを認識し、ハラスメントのない職場づくりを

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、相談員として相談所で執務して
いる際に疑問に思うこと、判断に迷うことについて、
相談員同士でディスカッションを行いました。

今年度のブロック研修会では、相談案件やその回答
に関する知識の研鑽だけでなく、相談員同士のつなが
りの構築や情報交換を行うことができ、有意義な時間
となりました。

することの大切さについてご説明いただきました。
次に、㈱ NCB リサーチ＆コンサルティングの井手雄

平氏より、「組織人としての働き方や在り方（考え方や
行動）を再考しませんか」という題目の講義。5、6 人
のグループに分かれてグループワークを行い、お互い
の共通点を探すためにたくさんコミュニケーションを
取ったり、それぞれが大切にしている価値観・排除し
たい価値観について話し合ったりして、組織の中の 1
人として働くことについて考えました。

最後に、事務局担当者より「平成 31 年度予算につい
て」「キャリアパーソン受講について」「安心 R 住宅に
ついて」「空き家バンク制度について」等について説明
しました。

相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、
平成３１年２月５日（火）〜 ２０日（水）
の間に県下６会場において、不動産移動
無料相談会を開催します。各会場とも不
動産相談員４名に弁護士と税理士も加わ
り、消費者の不動産に関する相談を受付
けます。

支 部 実 施 日 実  施  会  場

県　南 2 月　5 日 （火） 柳川市民会館
柳川市坂本町 29-2 TEL：0944-72-5168

東　部 2 月　7 日 （木） 福岡銀行　千早支店
福岡市東区水谷 2-51-10 TEL：092-671-7631

北九州 2 月　8 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 TEL：093-642-1441

北九州 2 月 15 日 （金） 行橋商工会議所
行橋市中央 1-9-50 TEL：0930-25-2121

久留米 2 月 19 日 （火） えーるピア久留米
久留米市諏訪野町 1830-6 TEL：0942-30-7900

筑　豊 2 月 20 日 （水） イオン穂波ショッピングセンター
飯塚市枝国長浦 666-48 TEL：0948-26-1717

不 動 産 相 談 員
ブ ロ ッ ク 研 修 会 を 開 催

平成30年度事務局職員研修会を開催
ハラスメント防止と働き方再考について

不動産移動無料相談会を開催
不動産相談員が消費者のもとへ
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11 月 30 日、鞍手
町総合福祉センター
くらじの郷にて開催
された「鞍手町空家
等対策に関する連携
協定」締結式に、宅
建協会を代表して秋

山伸也住環境整備委員長、諸隈達也筑豊支部長、高木
邦義・坂口隆筑豊副支部長が出席しました。

4 月に福岡県と「空き家流通の促進に関する協定」
を締結して以来、鞍手町をはじめ多くの市町村との間
で空き家等対策について積極的に協力体制を整えてい
ます。

協定式の 2 日後には、同会場で開催された個別相談
会にも参加し、住まいの専門家として空き家の活用な
どについて相談者への対応を行いました。

住環境整備委員会（秋山伸也委員長）は、10 月 16
日に久留米にて委員および各支部の副委員長を中心に
住環境整備勉強会を実施しました。

今回訪問した久留米移住計画は、久留米の魅力を発
信しながら移住者のサポートを行っており、その活動
が全宅連をはじめテレビや雑誌など各メディアからも
取り上げられている、いま注目の団体です。

勉強会の前半では、久留米移住計画が運営するシェ
アオフィス「Mekuruto」にて、代表の半田啓祐氏と
プロジェクトマネージャーの半田満氏より DIY リノ

ベを活かした地域
おこしについて講
演いただきました。

DIY に興味があ
る 層 は も ち ろ ん、
当時の設えに新鮮
さを感じる若者な

どもいるため、同
じアパートでも部
屋によって「DIY50
％」や「非リノベ」
など部屋に個性を
持たせることで幅
広い層にアプロー
チしているとも説明があり、委員達は興味深く話を聞
いていました。

勉強会後半の現地視察では、団地再生の事例として
「コーポ江戸屋敷」と家庭菜園付き賃貸アパートの「半
田ビル」を案内いただきました。
「家庭菜園の野菜の交換などから入居者同士や近隣

住民との間で良好な関係が構築されていく。地域活性
化のためには魅力あるコミュニティの土台・雰囲気づ
くりをしていくことが重要」と話されていました。

今後も行政と連携を取りながら福岡の空き家等の問
題解消に努めていきたいと思います。

また、ふれんず上には市町村が掘り起こした物件を、
宅建協会員が公開する「空き家 DE 暮らす」という県
版空き家バンクが開設されています。

開設 4 か月で 8 万アクセスを達成し、空き家利用希
望者からの注目度の高さが伺えます。

同サイトに物件公開するためには、市町村空き家バ
ンクの協力事業者に登録するなど、いくつか条件があ
りますので各市
町村空き家バン
クまたは宅建協
会県本部までお
問い合わせくだ
さい。

DIYリノベで地域おこし！？
いま注目を集める久留米移住計画を訪問

鞍手町と空家等対策に関する連携協定を締結
12月2日の鞍手町空き家個別相談会にも参加
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福岡県宅建協会（加藤龍雄会長）は、本会の活動を周知し、不動産業界や協会か
らのお知らせをより早く積極的に伝えるために本会の LINEを開設しました。

Facebook

会員専用サイト

LINE とは、スマートフォンアプリを中心に無料でチャット（トーク）等を利用
できるコミュニケーションツールです。いまや日本人の 2 人に 1 人以上が利用して
いると言われています。

今後 LINE では、イベント・セミナー等のお知らせや、リアルタイムな情報を発
信していきます。

LINE アプリをお持ちの方は、アプリ内で「福岡県宅地建物取引業協会」または「@
kos2991g」と検索し、友達追加をしていただくと、随時、最新情報が届くように
なります。ぜひ、友達追加をお願いいたします！

LINE 以外にも、宅建協会では様々な媒体で情報提供を行っています。

※ ログインには福岡県
宅建協会専用 ID、
PW が必要です。

Facebook アカウントをお持ちの方は、「公益社団
法人　福岡県宅地建物取引業協会」と検索し、公式
ページの「いいね」ボタンを押していただくと、自
分専用のページに更新された情報が表示されるよう
になります。また、アカウントを持っていなくても、
下記 URL を検索していただくことで、閲覧が可能
です。イベント情報や犯罪に対する注意喚起など、
消費者の方にも役立つ情報を提供しています。
URL:https://www.facebook.com/fukuoka.takken

福岡県宅建協会 HP の右下の「福岡県宅建協会会
員専用入口」から、「会員向け情報入口」に入って
いただくと、最新の情報の確認や広報のバックナン
バーなどを閲覧できます。会員専用のサイトという
ことで、法令改正や研修会のお知らせなど、より実
務に役立つ情報を提供しています。

福岡県宅建協会の
LINEを開設しました！
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南部支部（宮内久滋支部長）は、平成 30 年 10 月
15 日に南部支部事務所にて弥永西校区自治協議会へ
青色防犯灯装備車（青パト）を寄贈しました。寄贈式
には、南部支部や弥永西校区自治協議会の他に、南警
察署、防犯協会に参加いただきました。同支部では、
毎年校区内の協議会に対し、継続して青パトの寄贈を
行っており、今回が 10 回目となります。

寄贈された青パトは子どもの見まもり等、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。

南部支部では、今後も住みやすい地域環境を目指し、
様々な活動を行っていきます。

南 部 支 部 が 青 パ ト を 寄 贈
通算10台目!

今年 6 月 27 日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」により、接道規制に係る法令上
の制限が変わることとなりました。これに伴い、宅建業法の売買契約の締結時期等の制限（宅建業法
33 条及び 36 条）と重要事項説明の対象となる法令上の制限（宅建業法 35 条）についても改正され
ることとなりました。

ただし、重説関係は新規に説明すべき法令上の制限が追加されるというものではありません。現在
宅建業法施行令で規定されている既存の接道規制に係る特定行政庁の「許可」のうち、一定の基準を
満たすものが「認定」となるだけのもので、宅建業者として調査・確認すべき内容が大きく変わるも
のではありません。

なお、全宅連の重要事項説明資料は既に更新済みです。詳しくは、全宅連 HP（ https://www.

zentaku.or.jp/news/3402/ ）　をご確認ください。※個別の全宅連ログイン ID・PW が必要です

「建築基準法の一部を改正する法律」
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

の施行に伴う

〈関係条文　抜粋〉
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テーマ 研 修 内 容 視聴時間 講 師

業法改正
既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント　その１ ５７分 深沢綜合 

法律事務所既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント　その２ ５５分

判例解説

平成２８年度　判例１　売買と瑕疵の問題点 １６分

みらい総合 
法律事務所

平成２８年度　判例２　売買仲介における周辺環境の説明義務 １８分

平成２８年度　判例３　事業目的建物賃貸借仲介の注意点 １８分

平成２９年度　判例１　住宅ローン特約に関する助言を怠った仲介業者の責任 １３分

平成２９年度　判例２　瑕疵・重要事項説明義務の問題点 １６分

平成２９年度　判例３　高齢者と不動産売買の注意点 ２５分

平成２９年度　判例４　定期建物賃貸借契約における特約に基づく賃貸人からの中途解約の問題点 １６分

　全宅連が策定している書式（契約書、重要事項説
明書等）については、全宅連の HP にて提供してお
り、宅建協会会員であれば無料でダウンロードが可
能ですが、書式の操作方法、契約条項等の内容及び
実務的な相談問い合わせが増加していることから、
事務局での対応が難しい実務的な相談等に対応する
ため、10 月１日より実務相談員を設置することと
なりました。
　下記要領にて実施いたしますので、是非ご利用く
ださい。
　ただし、相談員設置はあくまで全宅連策定の書式
に付随する内容についてお受けするものであり、そ
の他については対象外となりますのでご注意くださ
い。利用される場合は、必ず「利用上の注意事項」
をお読み頂きますようお願いいたします。

開催日時：毎週　月、火、木、金曜日

　　　　　【午後１時〜午後４時 30 分】

　　※�祝日・年末年始・お盆期間・GWを除く

　全宅連では、全宅保証・全宅連ホームページ上に
宅地建物取引に関する従業者等の専門的知識の向上
や紛争の未然防止のため、WEB 研修動画の配信を
開始しました。
　業法改正についてのポイントや判例の解説などを

ご相談いただける内容：�不動産契約書及び重要事　
項説明書式に付随する内容

　　※�取引士のトラブル等については
お受けできません。

電話番号：０３－５８２１－８１１３

　　※�直接のご来館、文章の郵送またはファックス、
電子メールでのご相談には回答いたしません

利用上の注意事項　※一部抜粋

⃝�相談にあたり、企業名・相談者氏名・連絡先を
必ずご提示ください。

⃝原則１相談１５分を目途とさせていただきます。
⃝�相談内容によっては回答に限度があり、相談に
応じかねる場合もあります。

「利用上の注意事項」等、詳しい内容は下記ＨＰよ
りご確認ください。
https://www.zentaku.or.jp/free_consultation/

いつでもどこでも手軽に視聴することができます。
社内研修や知識の復習等に、ぜひお役立てください。

URL：https://www.newspeed.jp/movie/
※会員個別の全宅連ログイン ID・PWが必要です。

❶全宅連策定書式に関しての無料電話相談を開始しました

❷ WEB研修動画の配信を開始しました

全宅連よりお知らせ全宅連よりお知らせ
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入 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.10.01 〜 H30.11.30

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 （01） 18811 ㈱オックスベル 藤永　吉保 福岡県福岡市東区和白丘 4-16-45
アンシャンテ 101 092-692-7909 092-692-7908 H30.10.12

東部支部 （01） 18820 ㈱リッチライフ 福嶋　章 福岡県福岡市東区原田 2-14-7
セルジュ・ルタンス 406 092-231-8283 092-231-8283 H30.10.12

博多支部 （02）
大臣 8415 ㈱くらし計画

福岡支店 浅田　大輝 福岡県福岡市博多区博多駅東 3-1-26 092-292-7334 092-292-7334 H30.11.12

博多支部 （01）
大臣 8754 ㈱グッドライフカンパニー　

リブストア博多店 岡嵜　祐弥 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-2-15 092-471-4111 092-471-4112 H30.11.12

博多支部 （01） 18819 ㈱ PICOLO 鄭　基泰 福岡県福岡市博多区堅粕 5-4-8 092-412-1122 092-412-1166 H30.10.12

博多支部 （01） 18837 ㈱博多ベスト不動産 角野　佑輔 福岡県福岡市博多区住吉 2-11-21
住吉ビル B1 092-260-8405 092-260-8406 H30.10.12

博多支部 （01） 18843 ㈱エコ・ロケーション 右近　将司 福岡県福岡市博多区築港本町 2-3-
1F 092-409-6549 092-409-6563 H30.11.12

博多支部 （01） 18852 ㈱ライキング 吉田　玲子 福岡県福岡市博多区祇園町 4-6
平田ビル 301 092-262-2733 092-282-6684 H30.10.31

博多支部 （01） 18853 ㈱ YKコーポレーション西日本 田中　昭彦 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-27-24　博多タナカビル 7 階 092-432-1818 092-432-1819 H30.11.12

博多支部 （01） 18854 ㈱オフィス 115 矢野　亮介 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-19-14-6F 092-433-2115 092-433-2116 H30.11.12

博多支部 （01） 18858 ㈱福岡 H．K．C 岡野　竜一 福岡県福岡市博多区榎田 2-9-38-
3F 092-414-3234 092-433-3144 H30.11.7

博多支部 （01） 18859 グランシス㈱ 山﨑　浩一 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-33-7-624 092-292-6003 092-292-6005 H30.11.7

博多支部 （01） 18872 ㈱ IKD 不動産 池田　陽一郎 福岡県福岡市博多区住吉 1-1-4
博多 SN ビル 2 階 092-409-3356 092-409-3346 H30.11.28

中央支部 （02）
大臣 8237 スター・マイカ㈱

福岡営業所 青江　甫 福岡県福岡市中央区天神 1-15-5
天神明治通りビル 7 階 092-741-8155 092-510-7355 H30.10.12

中央支部 （01） 17792 ㈱トット不動産
福岡支店 片島　孝浩 福岡県福岡市中央区大名 1-12-36-

101 092-717-1010 092-717-1011 H30.11.12

中央支部 （01） 18678 ㈱ REALL 古賀　伸也 福岡県福岡市中央区天神 1-9-17-
15F 092-717-3480 092-717-3481 H30.11.12

中央支部 （01） 18795 ㈱舞鶴地所 古賀　健一郎 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-2-8-2F 092-753-8837 092-738-8508 H30.10.12

中央支部 （01） 18842 （同）HARRYS 金丸　伸
福岡県福岡市中央区鳥飼 1-4-58
東カングランドマンション大濠
パークハイツ 1003

092-406-4335 092-406-4335 H30.10.19

中央支部 （01） 18844 ㈱世利・リアルエステート 世利　桂一 福岡県福岡市中央区天神 4-5-10
チサンマンション第二天神 711 号 092-724-1230 092-724-1231 H30.11.12

中央支部 （01） 18851 ㈱ KxS 木原　慎也 福岡県福岡市中央区高砂 2-5-10
シャトレセリノ 406 092-292-5665 092-292-5635 H30.11.12

中央支部 （01） 18863 ナックスデザイン㈱ 坂口　正志 福岡県福岡市中央区天神 4-9-12-
4F-C 092-713-7200 092-713-7210 H30.11.12

中央支部 （01） 18868 赤坂けやき通り不動産（同） 武田　美登里 福岡県福岡市中央区赤坂 2-2-18 092-406-8118 H30.11.28

中央支部 （01） 18869 ㈱東栄産業 永松　聡 福岡県福岡市中央区赤坂 1-14-22-
3F 092-791-4026 092-791-4036 H30.11.28

南部支部 （01） 18831 十全不動産 上野　剛士 福岡県福岡市南区市崎 1-2-8
福岡高宮マンション 155 092-534-6026 092-534-6027 H30.10.3

南部支部 （01） 18850 福徳ハウジング 平川　徳浩 福岡県福岡市南区長住 3-1-1-301 092-710-3132 092-710-3140 H30.10.24

南部支部 （01） 18871 不動産マーケティング福岡㈱ 井関　守二 福岡県福岡市南区向野 2-12-17 092-710-1819 092-403-8008 H30.11.28

筑紫支部 （01）
大臣 9400 大海建設㈱

福岡営業所 松田　海静 福岡県大野城市川久保 3-3-23
ヴェルディ深川 102 号室 092-707-0095 092-707-0096 H30.10.12

福岡西支部 （01）
大臣 9436 ㈱ I プランニング

福岡支店 髙橋　一朗 福岡県福岡市西区石丸 1-2-10-3F 092-834-2980 092-834-2981 H30.11.12

福岡西支部 （01） 18817 ㈱アクシス 金子　広介 福岡県福岡市西区下山門 4-12-20 092-881-4098 092-881-8372 H30.11.12

福岡西支部 （01） 18826 ㈱絵夢 田﨑　ユキ子 福岡県福岡市城南区梅林 2-18-8-
106 092-836-8883 092-836-8885 H30.10.12

福岡西支部 （01） 18832 （同）GENTLE　HOMES 森山　虎徹 福岡県福岡市早良区梅林 7-46-11 092-776-0570 092-776-0570 H30.10.12

福岡西支部 （01） 18838 ㈱ Teshima　Next　Home 手嶋　洋輔 福岡県福岡市早良区昭代 2-2-30
グラン・ルーチェ西新 305 092-845-7525 092-845-7526 H30.10.12

福岡西支部 （01） 18848 ㈱ IKJ 井手　一彦 福岡県福岡市城南区東油山 1-7-20
景ビル 3 階右号室 092-866-8100 092-866-4796 H30.10.24

福岡西支部 （01） 18860 山貴リアルエステート 山口　貴生 福岡県福岡市早良区大字脇山
2679-1 092-707-6553 092-707-6554 H30.11.12

福岡西支部 （01） 18873 ㈱ビービーフォー 馬場　千惠子 福岡県福岡市早良区藤崎 2-15-21-
302 092-407-0408 092-407-0409 H30.11.28

北九州支部 （03） 16157 ㈱平和地建
北九州営業所 佐藤　保 福岡県北九州市小倉南区徳吉東

1-10-9 093-482-7780 093-482-7781 H30.10.12

北九州支部 （02） 16520 北九州農業協同組合
不動産センター 緒方　聡 福岡県北九州市八幡西区穴生 1-8-2 093-644-0233 093-644-0234 H30.11.12
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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

北九州支部 （01） 18824 ㈱テクムズ 吉野　利明 福岡県北九州市小倉南区下貫 2-2-
30-1 093-776-9102 093-776-9102 H30.10.12

北九州支部 （01） 18828 ㈱ケイズプレイス 片瀬　達寛 福岡県北九州市八幡西区黒崎 2-4-
11　ケイズプレイス黒崎 2F 093-632-6222 093-632-6223 H30.10.1

北九州支部 （01） 18833 Links　land 小柳　美香 福岡県北九州市小倉南区守恒本町
3-2-1-203 093-965-3030 093-965-3030 H30.10.9

北九州支部 （01） 18835 ㈱リンクホーム 末次　弘幸 福岡県遠賀郡芦屋町正門町 7-11 093-701-4170 093-701-4173 H30.10.12

北九州支部 （01） 18836 ㈱クレスト・ホーム 井川　達世 福岡県北九州市小倉北区高浜 2-7-
41 093-967-9024 093-967-9023 H30.10.12

久留米支部 （03）
大臣 7144 Apaman　Property ㈱

久留米営業所 西　桂輔 福岡県久留米市東町 38-24
RS ビル 1F 0942-90-3311 0942-90-3312 H30.10.12

久留米支部 （01） 18867 ㈱ LCJ 稗嶋　孝司 福岡県小郡市小郡 620-28
深町ハイツ A201 号 0942-73-3131 0942-73-3131 H30.11.26

県南支部 （01） 18834 ㈱ HIRAKAWA
HIRAKAWA 不動産 上田　一穂 福岡県大牟田市加納町 1-54-6 0944-57-7377 0944-57-7360 H30.10.12

県南支部 （01） 18857 みのり不動産 谷口　尚子 福岡県大牟田市大字田隈 71-1 0944-57-3040 0944-57-3041 H30.11.2

退 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.10.01 〜 H30.11.30

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 （14） 2391 粕屋殖産㈱
アパマンショップ粕屋店 末吉　和矢 福岡県糟屋郡粕屋町若宮 2-7-30 092-938-0001 H30.10.10

東部支部 （11）
大臣 2765 新日本不動産㈱

東福岡支店 寺師　幹男 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-52-1
（セピアテラス西鉄香椎 110） 092-673-4747 H30.11.26

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 H30.11.26

東部支部 （06） 12317 ㈱三宅不動産商事 三宅　勝彦 福岡県福岡市東区松島 2-5-1 092-623-4515 H30.11.13

東部支部 （02） 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 H30.11.26

東部支部 （01） 17759 ㈲エイトウェーブ 八波　伸二 福岡県福岡市東区和白 5-4-2 092-605-6550 H30.11.16

博多支部 （16） 29 西日本不動産開発㈱
ファシリティ事業部 NCB 施設管理室 石津　稔 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-3-6

西日本シティ銀行事務本部ビル 2 階 092-461-1924 H30.11.12

博多支部 （07） 10536 丸基不動産 中村　荘水 福岡県福岡市博多区住吉 2-5-7 092-281-1085 H30.11.20

博多支部 （02） 17108 ㈱ステージラボ
ステージラボ博多店 大神　洋一 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-4-6

博多グローリービル 092-260-3440 H30.10.17

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 H30.11.12

中央支部 （15） 556 豊和不動産 宮本　寛芳 福岡県福岡市中央区今泉 1-12-14 092-771-1616 H30.10.1

中央支部 （06）
大臣 5344 旭化成不動産レジデンス㈱

福岡営業所 井上　裕章 福岡県福岡市中央区天神 2-14-8
福岡天神センタービル 9 階 092-737-9505 H30.11.8

中央支部 （02）
大臣 8203 ㈱シノケンプロデュース

福岡オフィス 筬島　亜沙美 福岡県福岡市中央区天神 1-1-1
アクロス福岡 9 階 092-714-0151 H30.10.26

中央支部 （01）
大臣 9345 新栄不動産販売㈱

日赤通り支店 和田　憲明 福岡県福岡市中央区高砂 1-14-1
カクタス天神 1F 092-707-1156 H30.11.27

中央支部 （03） 15643 ㈲アールツー
天神今泉店 田原　道夫 福岡県福岡市中央区今泉 1-20-21

remix 天神 2-2 階 092-717-6363 H30.11.27

中央支部 （03） 15651 ㈱アートエステート 田村　純子 福岡県福岡市中央区地行 4-10-22-602 092-751-7770 H30.10.1

南部支部 （09） 8649 シティ情報サービス㈱ 嶋田　浩司 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 092-531-8881 H30.10.29

南部支部 （03） 14971 ㈲ケイ・アンド・ケイ設計事務所 仲盛　和男 福岡県福岡市南区花畑 1-19-15 092-561-7222 H30.10.23

南部支部 （02） 16118 ㈱ドミニオンプロパティズ 信國　正行 福岡県福岡市南区井尻 5-6-5（101 号） 092-558-3451 H30.10.15

筑紫支部 （03） 15312 ㈲ミスギ企画
宰都店 杦本　省二 福岡県太宰府市宰都 1-8-10 092-577-4658 H30.10.18

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 H30.10.11

福岡西支部 （03） 15974 東亜建設技術㈱ 藤田　茂久 福岡県福岡市西区西の丘 1-7-1 092-892-7710 H30.11.12

北九州支部 （01） 18076 ㈱オズハウス 坂本　貴司 福岡県北九州市八幡西区竹末 1-7-15 093-622-0622 H30.11.5

久留米支部 （06） 12624 豊住研 吉田　豊 福岡県久留米市野伏間 1-6-12 0942-51-4118 H30.10.4

久留米支部 （03） 16243 大刀洗ハウジング 高松　廣美 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈 1711-110 0942-77-2816 H30.10.24

県南支部 （07） 10778 松尾不動産㈲ 松尾　賢市 福岡県筑後市大字熊野 1435-3 0942-53-8686 H30.10.1
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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 31 年  8 月 3/13（水）・3/14（木）アクロス福岡、3/19（火）小倉興産 H 31 年  1 月上旬
H 31 年  9 月 4/16（火）・4/17（水）アクロス福岡、4/23（火）小倉興産 H 31 年  2 月上旬
H 31 年 10 月 5/21（火）・5/22（水）アクロス福岡、5/24（金）小倉興産 H 31 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

H P

受講料：8,000円（税別）
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株券が電子化となりました！

表紙について
　2019 年の干支は亥（いのしし）です。亥年には、「戌年でた
わわに実った果実が種子となり、エネルギーを蓄えて次の年へ
と向かう準備をする年」という意味があるそうです。また、猪
の猪突猛進な性格から、「勇気と冒険の象徴」ともされています。
　今年は年号が変わり、消費税が引き上げられるなど様々な変
化の中で「勇気と冒険」が必要になることもあるかと思います。
その中でも会員の皆様のお役にたてるサポートができるようサ
ービス向上に努めてまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお
願い申し上げます。� （事務局編集担当者）

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/

　平成30年6月12日の株主総会において、株券が電子化となりましたので株券の再発行手続きは不要となりました。
　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

２月　７日（木）　筑豊会場　（のがみプレジデントホテル）
２月　８日（金）　福岡会場　（アクロス福岡 シンフォニーホール）
２月１９日（火）　県南会場　（サザンクス筑後）
２月２０日（水）　北九州会場（北九州国際会議場 メインホール）

平成 31 年

１３：３０ 〜 １６：３０

※ 北九州会場のみ講習の順番が変わります。詳しくは、1 月中旬発送予定のハガキをご確認ください。
※ 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

「民法改正で賃貸契約と売買契約の何が変わるのか」
　　　　　　　　　　　　　　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

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。

第 530 号　　2019 年（平成 31 年）1 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）



は と

しています！

□スーパー本科コース □本科コース □短期コース □直前対策コース
□Webコース □その他（ ）

宅建士講座を提携学費で受講できます。

《宅建スーパー本科コース》
受講料/25万円 ⇒ 提携学費 / 22万円

《宅建本科コース》
受講料/20万円 ⇒ 提携学費 / 17万円

《宅建短期コース》
受講料/15万円 ⇒ 提携学費 / 12万円

《宅建直前対策コース、Webコース》
受講料/10万円 ⇒ 提携学費 / 8万円

2019年度日建学院の宅建士講座

◎その他 法定講習にも適用します！
※上記価格には別途消費税が加算されます。

宅建業協会会員企業様
必見です！！

H27～29年度 日建学院合格者数

8,451人

H27～29年度 日建学院合格者数

70.0%

■合格者の約10人に1人は
日建学院生でした！

■日建に通学して6割出席し
模擬得点率6割を取れば

約70％の合格が証明されています！
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