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本会は、平成24年4月より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きた。平成31年度においても、公益社団

法人として掲げる公益目的事業3本柱を中心に事業を展開していくこととなる。

「調査研究・情報提供事業」では、その要となる不動産流通事業「ふれんず」の拡充。現

在ふれんずは、行政とタイアップした独自の特集サイトを構築し、福岡県内に特化した

検索サイトとして、大手不動産検索サイトよりも認知され、広く利用されているサイト

に成長した。そのような中で、昨年4月のふれんず会員間登録システムのリニューアル

時にサーバーがダウン、急遽復旧を図ったところではあったが、会員各位の業務に直結

する事業であるため、この登録システムに対応したサーバーの再構築及び検索システム

の改修に着手、新しく追加される機能とともに平成31年度中にリリースし、システムの

安定と利便性向上に努めたい。

平成28年度から放映している現行のテレビCMについても新たに制作し直し、年間

を通じて放映することとし、さらに本会及びふれんずの認知度アップを図りたい。ま

た、昨年4月の改正宅建業法によりインスペクション（建物状況調査）のあっせん・説明

義務が課せられ、ますます関心が高まった福岡県が実施する「住まいの健康診断」事業

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、公益社団法人全国宅地

建物取引業協会連合会（全宅連）が取り組む「全宅連安心R住宅」事業など既存住宅流通

の活性化へ貢献していきたい。

「啓発活動・人材育成事業」では、業者講習会・本部講習会や福岡県の委託事業である宅

建士法定講習会をはじめ、来年4月より施行される改正民法に対応するため、建物賃貸

借契約書の見直しやそれに伴う講習会を実施したい。

また、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」の普及活動や会員実態調査、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たい。

「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、福岡県下各所で開催する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たい。

平成31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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さらに、6年目を迎える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たい。

そのほか、支部に対して、管理費の追加や地価マップ調査費の増額など支部交付金の

見直しを行うこととし、本会の将来を見据えた組織と事業の在り方について、引き続き

ハトマークグループビジョン検討部会において検討していきたい。また、平成30年度

新たに設置された青年部会については、部会に関する規定の追加を検討することとし、

平成31年度は女性部会とともに「特別委員会」として事業を実施することとしたい。

本年10月に施行される消費税の引き上げは、住宅取得に関する駆け込み需要が予想

され、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る中、本会は消費者から

高い信頼を受ける団体として、本会の社会的使命である公益目的事業3本柱を着実に遂

行していきたい。

なお、平成31年度の各委員会事業及び予算編成についての基本的な考え方は次のと

おり。

１．事業体系と役員構成

公益社団法人としての本会の事業は、「調査研
究・情報提供事業」（流通関連事業）、「啓発活動・
人材育成事業」（研修・指導関連事業）、「地域社会
への貢献事業」（相談関連事業）の公益事業と「会
員支援事業」（㈱福岡県不動産会館等の協同事
業）の共益事業とに区別され、それぞれの役割を
存分に活かした事業を展開することとなる。

役員構成については、平成30年度の役員改選
に伴い、各委員会ごとに担当副会長、専務理事を
配置し、会務打合会（正副会長、専務理事、総務委
員長、財政委員長）による審議の迅速化、適正化
を図っている。

２．予算編成について

平成31年度の予算編成における主なものとし
て、会員各位の業務に直結する流通事業関連が
ある。ふれんずの会員間登録システムのリニュ
ーアルに続き、この登録システムに対応したサ
ーバーの再構築及び検索システムの改修に着
手、新しく追加される機能とともに平成31年度
中にリリースを予定している。なお、サーバー

の再構築にかかる費用については、ふれんずの
運用主体である㈱福岡県不動産会館の負担とな
る。

また、本会とふれんずのPR拡大のため、テレ
ビCMの制作と放映期間の延長を実施したい。

公益社団法人として、これまでどおり収支相
償に努め、公益比率維持を確保しつつ、引き続き
新規入会者の確保に努めたい。

３．各委員会事業について

各委員会事業については、収支相償と公益事
業比率を十分に考慮しながら、各委員会におい
て検討することとなる。各委員会事業の内容は
次のとおり。

＜総務委員会＞

機関誌広報「宅建ふくおか」の編集、発行をは
じめ、ホームページに加え、LINEやFacebook等
SNSによる情報発信の拡充に努めたい。また、
少子化対策活動、会員の後継者問題解消等を目
的とした事業「カップリングパーティー」や新規
入会促進事業「不動産開業支援セミナー」につい

第 531 号　　2019 年（平成 31 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）



ても引き続き企画実施したい。
また、公益社団法人にふさわしい厳正、厳格な

入会審査の実施や諸規程等の検討、整備を行う。

＜財政委員会＞

公益社団法人会計基準に則った会計事業業務
の実施、本部・支部連結決算の円滑な運営に努め
たい。また、公益社団法人として、より強固な財
政シミュレーションの研究及び調査を実施、中・
長期的展望に立った財政ビジョンの検討を行い
たい。

＜人材育成委員会＞

福岡県の委託による宅建士法定講習会、宅建
士証発行業務の円滑な運営及び福岡県補助事業
である業者講習会や本部講習会の実施。全宅連
が実施する従業者教育研修・資格制度「不動産キ
ャリアパーソンサポート研修事業」の運営補助。
また、消費者保護推進事業である「会員実態調
査」や「屋外違反広告物除去活動」の強化等に努
めたい。

＜相談所運営委員会＞

常設不動産無料相談所の管理運営をはじめ、
不動産相談員の行政機関等への派遣や移動無料
相談会の開設。また、不動産相談員のさらなる
知識の習得を図るための研修会の実施。苦情の
多い会員に対する指導に努めたい。

なお、同委員会は公益社団法人全国宅地建物
取引業保証協会（保証協会）の苦情解決業務・弁
済移管業務に対しての協力を行う。

＜流通促進委員会＞

ふれんず会員間登録システムのリニューアル
に続き、検索システムの改修、新しく追加される
機能の構築を図るとともに利用会員からの要望
に応じて随時システムの改修を検討し、利便性
向上に努めたい。

また、福岡県が実施する「住まいの健康診断」
事業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」事業など既存住宅流通の活性化へ貢
献していきたい。

＜住環境整備委員会＞

空き家・空き地対策事業など安全・安心なまち
づくりに向けた各種行政等への協力、連携強化
をはじめ、防犯・暴排活動の推進のため、福岡県
警察との関係強化を図り、本会支部と各警察署
との関係維持への協力やDV・ストーカー被害者
等への住宅情報提供制度の推進に努めたい。

また、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」（責任
者講習）の実施や会員が実務の中で直面する行
政等との諸問題を収集し、解決に向けて検討し
ていきたい。

＜賃貸市場整備委員会＞

オーナー向け啓発誌「オーナー通信」の編集や
空き家の利活用に関する研究等賃貸不動産管理
等に関する事業の実施。関係法令等の研究に関
する事業の実施。特に来年4月に施行される改
正民法に伴い建物賃貸借契約書の見直しを行
い、本年12月までに改訂作業を終えたい。

また、本会が一般社団法人全国賃貸不動産管
理業協会（全宅管理）の福岡県支部であることか
ら、全宅管理本部と連携し、入会促進やセミナー
の実施、賃貸住宅フェアへの出展等事業協力を
行いたい。

＜広報部会＞

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、テレビCMの新規制作及び放映
期間の延長を検討したい。なお、広報事業は㈱
福岡県不動産会館との協同事業であり、平成31
年度も同社と協議し予算措置を行いたい。

＜人権推進委員会＞

人権問題の解決に向け、会員研修会・宅建士法
定講習会・入会資格者研修会等での人権研修を
はじめ、宅建ふくおか等による人権啓発等に取
り組んでいきたい。
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平成31年10月１日より、消費税が８％から10％に引き上げられる予定です。
それに伴い、住宅取得にメリットが出る支援策が用意されました。

詳しくは国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/）をご確認ください。

消費税率の引き上げに伴う４つの支援策を確認しましょう！
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平成 31 年 10 月 1 日より消費税及び地方消費税の税率が 10% に引き上げられる予定です。そ

れに伴い、所要の経過措置が設けられることになりました。詳しくは、下記 URL に掲載の資料を

ご参照ください。また今後、国土交通省より「仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用

の有無」についても発表される予定です。発表された際には宅建協会の会員サイト等に掲載する予

定ですので、ご確認ください。

「平成 31 年（2019 年）10 月 1 日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等

に関する経過措置の取扱い Q ＆ A」【基本的な考え方】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

「平成 31 年（2019 年）10 月 1 日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等

に関する経過措置の取扱い Q ＆ A」【具体的事例編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

福岡県宅建協会　会員サイト（全会員共通の ID・PW が必要です）

https://www.f-takken.com/member/

　今回は、新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」に関して基本
的な考え方を下記に抜粋します。

平成31年（2019年）10月1日以降に行われる
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する
経過措置の取扱いについて

工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

（工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要）

問１

事業者が、26 年指定日（平成 25 年 10 月 1 日）から 31 年指定日の前日（平成 31 年

3 月 31 日）までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこ

れらに類する一定の契約に基づ

き、31 年 施 行 日（ 平 成 31 年

10 月 1 日）以降に当該契約に係

る課税資産の譲渡等を行う場合

には、当該課税資産の譲渡等（31

年指定日以降に当該契約に係る

対価の額が増額された場合には、

当該増額される前の対価の額に

答
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（工事の請負等に係る契約の範囲）

（工事の請負の着手日）

工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用対象となる契約は、具体的にどの

ような契約をいうのですか。

当社が受注した建設工事について、工事の請負等の税率等に関する経過措置の適

用を受けようとする場合、当該工事については、31 年施行日（平成 31 年 10 月

1 日）前までに着手しなければならないのですか。

問２

問３

工事の請負等の税率等に関する経過措置の適用対象となる契約は、26 年指定日（平成

25 年 10 月 1 日）から 31 年指定日の前日（平成 31 年 3 月 31 日）までの間に締結

した次の契約です。

①工事の請負に係る契約

　 　日本標準産業分類（総務省）の大分類の建設業に係る工事につき、その工事の完成を約し、かつ、

それに対する対価を支払うことを約する契約。

②製造の請負に係る契約

③これらに類する契約

　 　測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、ソフトウエアの開

発その他の請負に係る契約（委任その他の請負に類する契約を含みます）で、仕事の完成に長期間

を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該

契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの。

　�（注）�建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造につい
ての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも、この経過措置
の適用対象となる契約に含まれます。

工事の請負等の税率等に関する経過措置は、26 年指定日（平成 25 年 10 月 1 日）か

ら 31 年指定日の前日（平成 31 年 3 月 31 日）までの間に工事の請負等に係る契約を

締結し、31 年施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用

されます。

　したがって、31 年指定日の前日までに工事の請負契約を締結したものであれば、31 年施行日前

に着手するかどうか、また、その契約に係る対価の全部又は一部を収受しているかどうかにかかわら

ず、この経過措置が適用されることとなります。

相当する部分に限ります）については、旧税率（8％）が適用されます。

　なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に

対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することと

されています。

答

答
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（一社）全国賃貸不動産管理業協会（通称：全宅管理）
の福岡県支部（青山博秋支部長）は、平成 30 年 12 月
5 日、福岡県自治会館にて今回で 7 回目となる賃貸管
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。

他社の現状や対応策を知ることができたり、具体的
な解決方法や法的根拠が聞けたりするなど、日頃の悩
みや疑問を話し合える場として毎年好評を博している
本企画。今回は、空室対策のための入居条件の変更対
応や入居者の大げさなクレームへの対応、退去時精算
での消耗品の取り扱い、宅配 BOX の放置荷物の対処

平成 30 年 12 月 22 日、福岡県への移住や定住を考
えている近隣県在住の子育て世帯を中心とした幅広い
世代を対象に、福岡での暮らしやすさを再認識してい
ただくためのイベント「～ふるさとで暮らす、ふくお
かで暮らす～福岡県スマイルライフフェア」が福岡市
中央区天神のエルガーラホールにて開催され、宅建協
会（加藤龍雄会長）もブースを出展し、住まいについ

ての相談窓口を
開設してふれん
ずや協会の事業
について PR を行
いました。
「福岡県スマイ

ルライフフェア」

では、出展した 15
の市町がそれぞれ
の魅力についてプ
レゼンしたり、先
輩移住者によるト
ークライブが行わ
れたり、ゆるキャ
ラダンスや写真撮影、クイズ大会、VR 体験など楽し
い催しが目白押しでした。

当日は、12 月としては暖かい一日だったこともあ
って、開場前から多くのお客様にお集まりいただき、
相談ブースや企業ブースで真剣に相談される家族連れ
のお客様がいらっしゃるなど、福岡県への関心の高さ
が伺えました。

法、IT や AI の導入や管理ソフトのメリットなどに
ついてテーマごとにグループに分かれ、ディスカッシ
ョンを行いました。

グループごとにディスカッション内容を発表した
後、「法のスペシャリスト＆トラブル対応の第一人者
に聞く！女性アドバイザーによる管理業務のトラブル
解決方法」としてお招きしたアドバイザーである、弁
護士法人奔流の池永真由美弁護士と株式会社シード・
コーポレーションの鈴木順子社長に、例年とは違った
視点からの法的・実務的アドバイスをいただきました。

セミナー終了後のアンケートでは「知らない内容や
考えていなかったような意見が聞けて有意義な機会と
なった」「他社様と意見交換、アドバイス等をいただ
けて良かった」等
の意見が寄せられ、
98％もの参加者が
有意義であったと
回答しました。

「～ふるさとで暮らす、ふくおかで暮らす～
　 　福岡県スマイルライフフェア」 でふれんずをPR

クレーム＆トラブル対応のノウハウを大公開！
　　　　　賃貸管理グループディスカッション　開催
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宅建協会・保証協会福岡本部（加藤龍雄会長・本部

長）は、入会促進事業の一環として、昨年 10 月 16

日に福岡県不動産会館、11 月 13 日に小倉興産

KMM ビル、12 月 12 日に久留米商工会館、本年 1

月 19 日に天神ビルにて、「不動産開業支援セミナー」

を開催しました。

同セミナーは、総務委員会（諸隈達也委員長）が、
企画・実施しているもので、不動産業に興味がある方
や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を創るために、平成
23 年度より実施しています。

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」を蒲池委員・小川委員・大藤委員・
松井委員、「賃貸・管理業編」を野見山委員・南條委員・
井上委員・石橋委員が講演。現役の不動産業者として、
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」、日本政策金融公庫の
担当者による「新規開業ローンのご案内」についての
講演を実施。小企業制度の融資制度などについて解説
しました。

その後の個別相談会では、現役の不動産業者の話が
直接聞ける機会とあって、熱心に質問する参加者の姿
が多く見受けられました。

同委員会では、今後も入会促進の一助となるよう継
続実施を予定しています。

人材育成委員会女性部会（宮内久滋部長）は、

1 月 25 日に筑紫女学園高等学校にて今年度卒

業予定者を対象とした「はじめての一人暮らし」

講演を開催しました。

本事業は、宅建協会の公益事業の一環として、全宅
連が作成している冊子「はじめての一人暮らしガイド
ブック～部屋探しと生活の基本ルール」を基に一人暮
らしの始め方や注意点などを解説するもので、昨年度
に引き続き 2 年目の実施となります。

まず井上恵美香副
部長より講演の趣旨
や一人暮らしガイド
ブックについての説
明があった後、女性

部員による会話形式の講演にて「実家暮らしとの変化」
「部屋探しの流れ」「一人暮らしの注意点」を解説しま
した。

講演の対象が女子高生であったことから、女性の不
動産業者の視点から見た一人暮らしの注意点に特化し
た講演をしたことで、参加学生より「女性がひとり暮
らしする時の注意点を聞けて、とても参考になった」

「女性の業者さんだと相談しやすいので安心した新生
活を送れる一歩になる」等の声が聞かれました。

また、初めての一人暮らしを目前にして不安を抱え
ている学生も多かったようで「タメになる話が聞けて
良かった」他、講演に参加した学生の 94％から講演
が役に立ったとの意見が寄せられました。

今後も同部会では卒業予定の学生等へ一人暮らしの
注意点などを解説する活動を続けていきます。

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30年度

講演を開催

一人暮らしの始め方や注意点を解説！

「はじめての一人暮らし」
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㈱福岡県不動産会館研修部会（新妻昭徳部長）

は、12 月 7 日、福岡県不動産会館 6 階研修ホ

ールにおいて、『不動産実務セミナー 2018 ～重

要事項説明書書き方セミナーきちんと学ぶ「重

要事項説明書の書き方」抑えるべきポイントを

集中解説初級・中級編～』を開催し、104 名が

受講しました。

前回、前々回と受講者より好評を博した（株）こく
えい不動産調査代表取締役・和田周氏を三度講師に招
き、同セミナーを開催しました。和田氏は、宅建業者
による重要事項説明書作成について、改正宅地建物取
引業法や改正民法に関して事例を交え分かりやすく解
説し、4 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。

受講後のアンケートでは、「説明もとても分かりや

賃貸市場整備委員会（青山博秋委員長）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 30 年度版をまと

め、会員サイトにて公開しました。

同調査は、平成 30 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、510 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

すく、とても勉強になった。」や「入社して間もない
ので難しい部分があったもののなるほどと思うことも
多々あった。とても勉強になった。」「実務経験に基づ
く説明が貴重だった。次回もセミナーがあるなら受講
したい。」など非常に有意義であった旨の回答が多く
見られました。

戸数は 77,050 戸で、全空室戸数は 6,185 戸。空室率は
8.0％（昨年度は 8.5％）となりました。間取り別で見
ると、シングル物件は 8.3％、ファミリー物件は 9.7％。
築年別で見ると、築 10 年未満は 4.4％、築 10 年から
20 年未満は 6.3％、築 20 年以上は 11.7％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
計した結果を公表しておりますので、詳細は会員サイ
トよりご確認ください。

■ 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）

㈱福岡県不動産会館不動産実務セミナー2018を開催

分かりやすい説明で
あっという間の時間だった
分かりやすい説明で

あっという間の時間だった

重要事項説明書作成セミナー
と好評を博すと好評を博す

空室率は
県全体で「賃貸住宅の空室等に

 関するアンケート調査」公表
「賃貸住宅の空室等に
 関するアンケート調査」公表

平成30年度

8.0%8.0%
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おとり広告の禁止に関する注意喚起等について
（一社）九州不動産公正取引協議会（以下「協議会」）では、規約違反事業者への新たな対応として、平成

30年8月度より措置（違約金＋厳重警告）を講じた事業者へ対し、不動産ポータルサイトを運営する5社
で運営する「ポータルサイト広告適正化部会」（以下「適正化部会」）と連携して、適正化部会の運営する
不動産ポータルサイト（アットホーム、CHINTAI、マイナビ賃貸、LIFULL HOME‘S、SUUMO）と、（公社）
全国宅地建物取引業協会連合会の運営する「ハトマークサイト」（公社）全日本不動産協会の運営する

「ラビーネット」、また、30年12月度から、（公社）福岡県宅地建物取引業協会の運営する「ふれんず」への
原則1ヶ月以上の掲載停止の施策を行うことを発表しており、今回12月に行われた協議会理事会にお
いて、違約金措置を講じた事業者について初めて各ポータルサイトへの報告を行いました。

近年、おとり広告の禁止に関する注意喚起については、とりわけ厳しく、平成30年11月に国土交通省
土地・建設産業局不動産業課長より「おとり広告の禁止に関する注意喚起等」について、各業界団体の長
宛に年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、業務の適正な運営と宅地建物の
公正な取引の確保を図るため、改めて下記のような通知がなされております。

顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しよう

とする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」については、宅地建

物取引業法（以下「法」という。）第32条の規定により禁止されています。

また、これらの広告は、不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号及び不動産の表示に関す

る公正競争規約第21条においても禁止されているところです。

（1）　 実際には取引意思のない物件を、顧客を集めるために、合理的な根拠なく「相場より安
い家賃・価格」等の好条件で広告して顧客を誘引（来店等を促す行為）した上で、突然の
雨漏りや他者による成約等を理由に、他の物件を紹介・案内すること。

（2）　 成約済みの物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件
のインターネット広告等を継続することや、複数の販売対象物件（例えば分譲マンショ
ン等）を同時に広告する場合に、その一部が成約済みにもかかわらず表示内容を修正せ
ずに広告等を継続したこと。

（3）　 売主が「土地」や「建築条件付土地」等として取引しようとしている物件について、架空
の建築確認番号を記載して「新築住宅」等として広告することは、広告の開始時期の制
限違反になるとともに、「虚偽広告」に該当すること。

各宅地建物取引業者においては、上記（1）から（3）を踏まえ、広告の適正化に一層取り組むとと

もに、宅地建物取引業法を始めとする関係法令等の遵守の徹底をお願いします。

具体例として

ここで改めて、広告に関する解釈・運用の考え方と、おとり広告についてご紹介いたします。（次ペー
ジ参照）とりわけ、不動産の広告に関しては、故意または過失を問わず「おとり広告」となることを再度、
認識を新たにしていただき、業務の適正な運営、宅地建物の公正な取引の確保に、これからもご尽力い
ただきますようお願い致します。
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宅建協会（加藤龍雄会長）が運営する不動産情
報ネットふれんずでは、業者間共同仲介機構とし
て円滑な会員取引の促進に繋げるために、平成
25 年に商談中機能を追加したほか、平成 27 年よ
り「書面による申込あり」、「売主（貸主）都合で
一時停止中」の表示を追加し、掲載物件の取引状
況を表示できるようにしております。

しかし、紹介を断る意図で設定されているケー
スが増加しているほか、設定方法がわかりづらい
などの意見を受けて、取引状況の設定方法及びサ
イト上での表示状況について、仕様を変更するこ
ととしました。

まず賃貸物件については、「書面による申込あ
り」の設定を廃止し、「商談中」の名称は「商談中・
申込あり」に変更となります。そのため、「公開中」
か、紹介対応ができなくなった時に設定する、「商
談中・申込あり」、「貸主都合で一時紹介停止中」

の 3 種類の取引状況から設定することとなりま
す。

また、一般公開サイトでの表示変更として、「商
談中」と設定された物件は、これまで物件検索結
果に「商談中」と表示され、詳細画面までは確認
できない状態として表示されていたところ、今回
の仕様変更により検索結果を含めて表示されない
こととなります。「書面申込あり」と設定した物
件については、その旨がアイコンで表示されるの
みでしたが、背景がグレーに表示されるなど、よ
り目立って表示されることとなります（売買物件
のみ）。

上記の仕様変更は 3 月下旬頃を予定しておりま
すが、会員間取引において「共同仲介」が原則で
あることは変わりありません。ふれんずに掲載す
る物件について、適切な取引状況を表示するよう
ご注意ください。

2018 年 12 月の（一社）九州不動産公正取引
協議会理事会にて本協会の会員 2 社が「厳重警告
並びに違約金」の措置が講じられることが決定し、
本協会でも同会員に対してふれんず利用停止の措
置を講じることとなりました。掲載物件に対して

適切なメンテナンスがなされず、紹介できない物
件を掲載され続けますと、ふれんずの規約違反に
なるほか、おとり広告とみなされ、九公取の処分
対象となる恐れがあります。正しい物件情報が提
供できているか今一度ご確認ください。

商談中・取引状況の仕様変更のお知らせ

おとり広告の掲載にならないようご注意ください

== 3月下旬予定 ==

【 取引状況の変更・表示状況の変更点について　※変更点は赤字 】

取引状況
ふれんず表示画面とルール

一般公開の表示 会員間サイトの表示 ルール
公開中 【物件公開】 【物件公開】 紹介拒否できない

書面による 
申込あり

賃貸 【物件公開】書面申込あり表示 【物件公開】書面申込あり表示 廃止により設定不可

売買 【物件公開】書面申込あり表示 
　→ 対象物件の背景をグレーで表示

【物件公開】 
　書面による申込あり表示 紹介拒否できない

　商談中　 
→「商談中・申込あり」
　に変更

賃貸
【商談中表示：物件詳細は非公開】 
　→  非表示に変更

【物件公開】　「商談中」表示 
→「商談中・申込あり」表示に変更

紹介拒否できる

商談中 売買 【物件公開】 
「商談中」表示

売主 ( 貸主 ) 都合に 
よる一時紹介停止中

【物件公開】一時紹介停止中表示 
　→  非表示に変更

【物件公開】 
一時紹介停止中表示 紹介拒否できる
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平成31年4月1日より、新たな外国人材受入れの

ための在留資格を創設する「出入国管理及び難民認

定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施

行されることとなりました。

また、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実

現を図ることにより、日本人と外国人が安心・安全

に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達

成するため、外国人材の受入れ・共生に関する関係

閣僚会議において「外国人材の受入れ・共生のため

の総合的対応策」が決定されました。

外国人が我が国で生活していくためには、住居の

○不動産情報ネット「ふれんず」
　本会が運営している不動産情報ネット「ふれんず」では、賃貸物
件情報を英語・中国語・韓国語の 3 カ国語に翻訳した外国人向け特
集サイトを運営しています。

○外国人向け契約書等
　本会の会員専用サイトには、業者が知っておくべき情報が掲載さ
れている「外国籍の方に対する賃貸仲介・対応マニュアル」や、外
国籍の方が日本でのお部屋探しや居住の際に知っておくべき知識を
掲載した「お部屋探しのガイドブック」「賃貸住まい方ルールブック」、
その他、3 カ国語に翻訳した「賃貸借関連資料」等を提供しています。

　【https://www.f-takken.com/member/shoshiki/gyoumu3.html】
　（全会員共通の ID・PW が必要です）

　また、国土交通省では、多言語対応（8カ国語）の賃貸住宅標準契
約書等を内容とする「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_
house_tk3_000017.html）
も公開しています。

○無料相談窓口
　本会と、（公社）全国宅地建物取引業保証協会
福岡本部は共同で、一般の消費者の不動産に関す
るご相談に応じる「不動産無料相談所」を開設し
ています。外国人の方から相談を受けた場合は、
こちらの無料相談窓口をご案内ください。
　また、会員の方が外国人の方との手続き等に関
して、分からないことがあった場合は、会員専用の業務相談窓口をご利用ください。

確保が極めて重要であり、公営住宅や民間賃貸住宅

等について、外国人であることのみを理由として入

居を断ることのないよう、受入企業が、自ら住宅確

保を行うほか保証人として入居をサポートするな

ど、責任を持って住宅の確保を確実に実施するとと

もに、外国人が円滑に入居できるようにするための

取組を進めていく必要があります。

会員の皆様におかれましては、共生社会の実現の

重要性をご理解の上、外国人が支障なく住宅を探

し、住まうことができるための支援活動に対するご

協力をお願い致します。

【宅建協会が実施している外国人入居の支援活動】

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が決定されました！

第 531 号　　2019 年（平成 31 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）



入 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.12.01 〜 H31.01.31

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 （02）
大臣 8091 ㈱成家

福岡店 林　魯赫 福岡県福岡市東区香椎駅前 1-15-4
ブレス香椎駅前 092-663-1612 092-663-1613 H31.1.15

東部支部 （01） 18805 吉山地所㈲ 吉山　槙一 福岡県福岡市東区馬出 6-9-13 092-621-1213 092-621-1217 H30.12.11

東部支部 （01） 18849 ㈱綾杉エステート 米田　亜美 福岡県福岡市東区土井 4-6-8 092-287-4924 092-287-4924 H31.1.15

東部支部 （01） 18856 ㈱マルヤリアルマネジメント 矢野　哲也 福岡県福岡市東区箱崎 2-12-19 092-633-3528 092-633-3528 H30.12.11

東部支部 （01） 18879 とうごう不動産 髙戸　円 福岡県宗像市田熊 4-8-12
ウッドビレッジ 92　101 号 0940-36-5565 0940-62-5595 H30.12.5

東部支部 （01） 18895 ㈱ PLANNING  OFFICE  M 三好　玄幸 福岡県福岡市東区箱崎 2-17-19
フルブルーム 302 号室 092-641-7211 092-641-7211 H30.12.19

東部支部 （01） 18897 ライフ㈱ 奥田　政成 福岡県福岡市東区多の津 4-12-11
コアール多の津 105 号 092-292-9151 092-612-8758 H31.1.4

博多支部 （01）
大臣 9312 ㈱住宅王

福岡支店 小野　卓也 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-5
TAKAKI ビル 3 階 092-292-3822 092-292-3823 H30.12.11

博多支部 （01）
大臣 9455 ㈱ルームコンサルティング

博多駅前支店 佐々木　ひとみ 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-34
第 2 博多クリエートビル 702 号 092-292-3571 092-292-3576 H31.1.15

博多支部 （01） 18876 かね吉商事㈱ 畑　永吉 福岡県福岡市博多区吉塚 2-3-24-
203 092-409-7622 092-409-7621 H30.12.11

博多支部 （01） 18877 ㈱ Re．BORN 上田　梨沙 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-4-16
福泉第一ビル 6 階 E 号室 092-433-0390 092-433-0391 H30.12.5

博多支部 （01） 18884 ワールドリアルター㈱ 石橋　正嗣 福岡県福岡市博多区祇園町 3-6
IS ビル 3 階 092-409-3823 092-409-3824 H31.1.15

博多支部 （01） 18913 ㈱ La  nation 勝野　晃 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-25-24
八百治ビル 2 階 092-411-4660 092-292-1001 H31.1.16

中央支部 （01）
大臣 8425 ㈱ラ・アトレ

福岡支店 山浦　賢二 福岡県福岡市中央区天神 1-15-6
綾杉ビル 4F 092-737-1330 092-737-1350 H30.12.11

中央支部 （01） 18894 （同）レジット 和佐野　健介 福岡県福岡市中央区清川 3-26-19 092-707-3128 092-707-3129 H30.12.19

中央支部 （01） 18901 ㈱ APJ 中島　浩一 福岡県福岡市中央区唐人町 1-6-17
SUBWAY 唐人町 202 号 092-715-4548 092-715-4548 H31.1.4

中央支部 （01） 18904 ㈱アクシアライフ 河原　源多朗 福岡県福岡市中央区高砂 1-23-17
三浦ビル 404 092-707-2047 092-707-2048 H31.1.4

中央支部 （01） 18929 カスミオフィス 藤本　加寿美 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-14-12
南天神ビル 3F 092-687-6427 092-687-6401 H31.1.30

中央支部 （01） 18930 長井不動産㈱ 吉次　令子 福岡県福岡市中央区薬院 2-14-26
東洋薬院ビル 101 092-741-5053 092-761-2295 H31.1.30

南部支部 （01）
大臣 9461 ㈱フォローエステート 上渕　敦 福岡県福岡市南区的場 2-36-20 092-558-2808 092-558-2780 H30.12.11

筑紫支部 （14） 1984 西日本産業㈱
ピタットハウス下大利店 佐藤　正人 福岡県大野城市東大利 2-3-1

サンアトラスⅤ 102 092-558-1807 092-558-1808 H30.12.11

筑紫支部 （01） 18717 ㈱よかネットクラウド
福岡筑紫野営業所 山本　民博 福岡県筑紫野市杉塚 2-12-5 092-918-1818 092-918-1819 H31.1.15

筑紫支部 （01） 18881 えき町不動産 田振　英也 福岡県筑紫野市桜台 1-30-1
第二グリーンコーポ 109 092-408-2513 092-408-2514 H30.12.5

筑紫支部 （01） 18882 ㈱宰都不動産 杦本　晋吾 福岡県太宰府市宰都 1-8-10 092-577-4658 092-517-9378 H30.12.5

筑紫支部 （01） 18883 はるひ乃不動産㈱ 洪原　浩司 福岡県大野城市筒井 3-16-1 092-588-5520 092-588-5521 H30.12.11

筑紫支部 （01） 18889 ㈱ it’ s・ダイワ 鍵本　卓哉 福岡県太宰府市梅香苑 2-2-1 092-919-5622 092-919-5623 H30.12.13

筑紫支部 （01） 18892 ㈱エスポート 丸山　稜太 福岡県筑紫野市二日市南 3-10-1-3
サンクビル 3 号館 2 階 092-555-8082 092-923-0442 H31.1.15

筑紫支部 （01） 18902 ㈱辻野技建 辻野　晃市 福岡県春日市小倉 2-40 092-573-3071 092-573-3257 H31.1.15

福岡西支部 （01）
大臣 8737 湘南海岸不動産㈱

福岡営業所 髙津　強志 福岡県糸島市二丈福井 2481-1 092-326-8020 092-326-8021 H31.1.15

福岡西支部 （02） 17053 ㈱三設計企画
城南友丘店 森岡　勇二 福岡県福岡市城南区友丘 2-2-60 092-874-6866 092-874-6878 H30.12.11

福岡西支部 （01） 18841 （一社）あおきホーム 青木　英明 福岡県福岡市西区橋本 2-4-5 092-811-2672 092-811-2672 H31.1.15

福岡西支部 （01） 18874 ㈱ライフサポート 入江　浩一 福岡県福岡市西区周船寺 1-4-8
ルネスエル 1F- № 2 092-805-4035 092-805-4056 H30.12.11

福岡西支部 （01） 18875 ㈱ RISE 利光　陽 福岡県福岡市西区姪の浜 2-5-5
パークスクエア姪浜 503 号室 092-805-8889 092-805-8885 H30.12.5

福岡西支部 （01） 18885 ㈱ SAMURAI　SQUARE 桑原　和寛 福岡県福岡市西区姪の浜 3-1-23 092-836-8220 092-400-5155 H30.12.11

福岡西支部 （01） 18886 ㈲フレンドリーホーム 笹渕　利彦 福岡県糸島市波多江駅北 2-13-18 092-332-8161 092-332-8162 H31.1.15

福岡西支部 （01） 18900 アール㈱ 城戸　政範 福岡県福岡市城南区樋井川 1-1-28
リビング大池通り 303 092-834-6756 092-510-0653 H31.1.4

福岡西支部 （01） 18905 ラッキーエステート 清武　信宏 福岡県福岡市城南区神松寺 2-13-
15-302 092-834-3990 092-834-3991 H31.1.4

福岡西支部 （01） 18907 ㈱リノ・エステート 坂口　彰律 福岡県福岡市城南区梅林 5-21-38 092-980-1868 092-980-1899 H31.1.4

福岡西支部 （01） 18909 ㈱テックライン 坂田　千隼 福岡県福岡市早良区西新 1-10-13
前田ビル 501 092-407-7797 092-407-7798 H31.1.4

福岡西支部 （01） 18931 新日本構想㈱ 髙松　義信 福岡県福岡市西区姪浜駅南 4-12-
12-401 092-407-1822 092-407-1823 H31.1.30

北九州支部 （02）
大臣 8475 フリーダムアーキテクツデザ

イン㈱　北九州事務所 西島　聡 福岡県北九州市小倉北区室町 1-1-1 093-383-8170 093-383-8171 H31.1.15

北九州支部 （01） 18846 アース建設㈱ 守田　哲也 福岡県北九州市八幡西区楠橋南
1-13-10 093-618-1607 093-618-1608 H30.12.11

北九州支部 （01） 18912 ㈱ SOUKEN 平嶋　勝己 福岡県中間市長津 1-9-7 093-701-7184 093-701-7185 H31.1.7
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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） 18891 ㈱ KCF 北島　洋平 福岡県久留米市中央町 32-16 0942-65-7485 0942-65-7486 H30.12.13

久留米支部 （01） 18916 不動産トラスト 小山　茂 福岡県久留米市山川町 274 0942-55-4605 0942-55-4605 H31.1.17

県南支部 （01） 18083 ㈱アドバイス不動産
筑後支店 中野　秀謙 福岡県筑後市大字山ノ井 271-1 0942-53-0033 0942-53-0011 H30.12.11

県南支部 （01） 18880 ㈲境建設 境　元憲 福岡県大川市大字下青木 208-7 0944-87-1313 0942-62-3618 H30.12.5

県南支部 （01） 18896 ㈱オフィス三河 三河　謙一 福岡県筑後市大字尾島 8-2 0942-52-3452 H30.12.21

県南支部 （01） 18903 ㈱ヒトトイエ 田中　祐樹 福岡県八女市蒲原 933-1 0943-30-3311 0943-30-3312 H31.1.4

退 会 者 一 覧 表 期間 :  H30.12.01 〜 H31.01.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL 退会日
東部支部 （11） 5561 玉井不動産 玉井　洋二 福岡県福岡市東区高美台 3-11-7 092-607-4131 H30.12.7

東部支部 （04） 14401 ㈲協同 安河内　維仁 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿 745-1 092-938-7171 H31.1.21

東部支部 （01） 17434 ㈲東名 眞田　秀明 福岡県福岡市東区名島 3-6-25 092-201-3625 H31.1.7

博多支部 （03） 15545 プレイングハウジング㈱ 新島　栄晃 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-10-12-216 092-292-0112 H31.1.8

博多支部 （02） 16518 ㈱ケイズクリエイト 小西　正孝 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-14-14-202 092-471-0669 H31.1.8

博多支部 （02） 17326 ㈱エスバスタ 岡﨑　節弘 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-35-707
（博多ハイテックビル） 092-433-5568 H30.12.18

博多支部 （01） 17489 初村トラスト㈱ 田丸　博 福岡県福岡市博多区吉塚 8-4-48 092-517-5550 H31.1.8

中央支部 （06）
大臣 5201 ㈱マベック

福岡営業所 坂口　和久 福岡県福岡市中央区薬院 3-4-9 092-522-0321 H30.12.21

中央支部 （03） 15246 ㈱九州サービス 堺　敏生 福岡県福岡市中央区西中洲 12-21-4
階 092-731-0167 H31.1.28

中央支部 （02） 16759 ㈱ R － ism FUKUOKA
今泉支店 井上　麻衣 福岡県福岡市中央区今泉 2-4-32

中島ビル 2F 092-791-6499 H30.12.12

中央支部 （01） 18328 通恒産㈱ 山浦　通香 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-23-2
東急ドエルアルス天神 207 号 092-791-2318 H30.12.12

南部支部 （02） 16448 ハウスプロデュース㈱ 大野　潔 福岡県福岡市南区大楠 2-20-23-103 092-561-1071 H30.12.20

筑紫支部 （09） 8368 ㈱不二住宅 藤田　秀夫 福岡県春日市紅葉ヶ丘東 5-127 092-573-9070 H31.1.21

筑紫支部 （06） 12365 ㈲ナカバヤシ 中林　宗樹 福岡県太宰府市梅香苑 4-7-6 092-924-8361 H30.12.25

筑紫支部 （04） 14661 ㈲ジュン・ロット 岩﨑　一也 福岡県大野城市白木原 1-7-14 092-501-1331 H30.12.25

筑紫支部 （03） 15309 ㈲すみれハウジング 野崎　宏行 福岡県春日市須玖南 1-108 092-513-1577 H31.1.21

福岡西支部 （05） 13185 ㈲エステート山下 山下　信浩 福岡県福岡市城南区茶山 1-5-18 092-846-2386 H31.1.17

福岡西支部 （01） 17423 M ＆ M ㈱ 松田　俊介 福岡県福岡市早良区藤崎 1-1-32 092-852-8305 H30.12.3

北九州支部 （13） 3677 ㈱タカムラ住宅 福田　貴光 福岡県北九州市小倉南区湯川 1-5-8 093-931-6696 H31.1.21

北九州支部 （10） 7388 九栄地建㈲ 永田　榮一 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘 2-19-30 093-931-6901 H30.12.10

北九州支部 （04） 14805 ㈱清水住研
北九州支店 吉永　将隆 福岡県北九州市門司区下二十町 8-3 093-372-0120 H30.12.17

久留米支部 （05） 13366 池尻不動産 池尻　勲 福岡県久留米市国分町 1259-26 0942-21-6711 H31.1.29

久留米支部 （02） 16562 東雲建設㈱ 浅原　耕朗 福岡県久留米市田主丸町長栖 336 0943-72-4811 H30.12.17

久留米支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡
小郡駅前店 志垣　勇気 福岡県小郡市祇園 1-8-8

第二延ビル 1 階 0942-23-9501 H31.1.29

筑豊支部 （07） 11125 ㈲不動産管理センター 萩本　広房 福岡県宮若市長井鶴 649-2 0949-34-7644 H31.1.9

筑豊支部 （01） 18714 彩’ s  planning 不動産 特手　直美 福岡県宮若市上大隈 418-38 0949-32-8709 H31.1.17

　県南支部事務所が２月 26日に移転しました。場所はみやま市役所そばです。
移転に伴い、電話番号、FAX番号等も変更となっておりますので、ご注意くださいますようお願
い致します。

県南支部事務所が移転しました

〒835-0023　みやま市瀬高町小川２２４－１

ＴＥＬ：０９４４－８５－７３０８　　ＦＡＸ：０９４４－８５－７３０９

住  所
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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。（5 月～ 7 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H 31 年 10 月 5/21（火）・5/22（水）アクロス福岡、5/24（金）小倉興産 KMMビル H 31 年  3 月上旬

H 31 年 11 月 6/20（木）・6/21（金）アクロス福岡、6/18（火）小倉興産 KMMビル H 31 年  4 月上旬

H 31 年 12 月 7/17（水）・7/18（木）アクロス福岡、7/24（水）小倉興産 KMMビル H 31 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

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！

　行政への届出は、宅建業法第９条により、変更が生じた後 30 日以内に行わなければなりません。
また、専任の宅地建物取引士の変更については２週間以内の補充が必要です。
下記①～⑤の変更が生じた場合、行政（県土整備事務所）への変更手続が必要です。
その内①～③の変更の場合は、定款施行規則第 10 条及び法人の役員等変更に伴う諸手続に関する要綱
第２条により、協会（各支部）への変更手続も必要です。

　　① 事務所の商号・名称および所在地　　② 代表者・役員・政令で定める使用人
　　③ 専任の宅地建物取引士　　　　　　　④ 従業者の異動
　　⑤ 宅地建物取引士資格登録を受けている者について、登録事項に変更が生じた場合

 ＜ご注意！＞
　変更の届出は、行政への提出書類の写しを添付し、支部で変更手続きを行ってください。
　（行政へ変更届けを提出しただけでは、宅建協会の登録事項は変更されません。）
　詳しくは会員サイト＜ https://www.f-takken.com/member/shoshiki/kyoukai.html ＞をご確認ください。
※会員サイトを閲覧するにはＩＤとパスワードが必要です。事務局（０９２－６３１－１７１７）までお問合せください。

変更届の提出を忘れていませんか？

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

　（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
【竹あかり幻想の世界】
　毎年 2 月に行われる、約 3 万本の白梅を観賞するイベントが
ある八女市の谷川梅林一帯は九州の梅の三名園と呼ばれ、シー
ズンには多くの観光客が訪れます。梅林散策をはじめ、谷川梅
林ワインセラー内で行われる「竹あかり幻想の世界」は、竹を
使った光のアートが圧巻です。

（撮影とコメント：県南支部　㈲ 筑後地所　秋山  伸也 氏）

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。
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今の実力を確認し今後の学習に役立てよう

2019年度 宅地建物取引士試験対策

申込み方法

無料模擬開催！

H27～30年度 日建学院
合格者数

11,924人
H27～30年度 日建学院
合格率

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！
※講座申込、資料希望、説明希望の方は下記
に必要事項を記入の上、ＦＡＸをお願い致します。

無料模擬を希望される方は上記の受験したい模擬試験の□にチェックをし下記
に必要事項を記入の上、ＦＡＸをお願い致します。
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