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平成 31 年 4 月 1 日施行の「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部

を改正する法律」及び「森林経営管理法」に伴い、

「宅地建物取引業法施行令」が改正され、重要事

項説明の説明事項が追加となります。また、改

正を踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の

考え方」（ガイドライン）についても改正が行わ

れましたので、ご確認ください。

■�「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律」概要

改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（以下「改正バリフリ法」という）第
51 条の 2 では、移動等円滑化促進地区内又は重点整
備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の
合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用すること
ができる案内所その他の当該土地の区域における移動
等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する協定
（以下「移動等円滑化施設協定」という）を締結する

ことができることとされました。
この場合において、改正バリフリ法第 51 条の 2 第
3 項の規定において準用する同法第 46 条等の規定で
は、広告があった移動等円滑化施設協定については、
その広告後に当該協定の対象である土地の所有者等と
なった者に対しても当該協定の効力が及ぶと規定され
ています。

■�「森林経営管理法」概要

森林経営管理法第 4条では、市町村は、その区域内
に存する森林の全部又は一部について、当該森林につ
いての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情
その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当
該市町村に集積することが必要かつ適当であると認め
る場合には、経営管理集積計画を定めるものとされま
した。この場合において、同法第 7条第 3項の規定で
は、その公告後に当該経営管理権に係る森林の所有者
となった者に対しても当該計画の効力が及ぶと規定さ
れています。また、同法第�35�条では、市町村は、経
営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管

重要事項説明書の一部改正について重要事項説明書の一部改正について

のでので重説の説明事項が追加されます
ご注意くださいご注意ください
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理実施権の設定を行おうとする場合には、経営管理実
施権配分計画を定めるものとされました。この場合に
おいて、�同法第�37�条第 3項では、その公告後に当該経
営管理実施権に係る森林の所有者となった者に対して
も当該計画の効力が及ぶと規定されています。

上記 2つの改正された法律に規定する法令上の制限
を知らなかった場合には、宅地又は建物の購入者等が
不測の損害を被るおそれがあることから、今般、これら
の規定を新たに説明すべき重要事項として位置づける
改正を行いました。そのため、法令上の制限として取

引物件が該当する場合は説明が必要となります。
なお、ふれんずらくらく契約書や売買王（最新版）
につきましては、アップデートにより対応致します。
重要事項説明書説明資料最新版は、全宅連HPからダ
ウンロードいただけます。
改正の内容等詳細につきましては、福岡県宅建協会
会員サイトをご確認ください。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成 29
年法律第 33 号）は、平成 31 年 4 月 1 日に施行
されました。よって、取引物件が改正内容に該当
する場合は、買主に対し説明することが必要です
ので、ご注意ください。
詳細につきましては、環境省 HP（https://
www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.
html）をご確認ください。

【主な改正内容】
①�一時免除中の土地における土地の形質の変更時
の届出義務の創設
土壌汚染対策法第 3条第 1項ただし書きの確認

を受け、調査義務が一時的に免除されている土地
の所有者等は、当該土地において 900 ㎡以上の土
地の形質の変更を行おうとする場合は、あらかじ
め都道府県知事に届け出なければならない。
また、都道府県知事は、上記届出を受けた場合、

平成 29 年 7 月 5 日に発生した「九州北部豪雨」の
被災者に対して、福岡県では民間賃貸住宅を「みなし
仮設住宅」として 2 年間借り上げ、提供しております。

この 2 年間の借り上げ（定期借家契約）が今年の 7
月～ 9 月で順次契約終了となります。同じ住まいを

当該土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査を行
い報告することを命ずるものとする。

②�操業中の土地における土地の形質の変更の届出
の規模要件の変更
土壌汚染対策法第 4条第 1項の土地の形質の変
更の届出が必要となる規模要件について、一律
3,000 ㎡であったところ、現に有害物質使用特定
施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地
又は使用が廃止された※有害物質使用特定施設に
係る工場若しくは事業場の敷地にあっては 900 ㎡
に見直す。
※�土壌汚染対策法施行日（平成 15 年 2 月 15 日）
前に廃止されたものは除く

再契約される方、別の賃貸住宅に入居される方、持ち
家を購入される方など様々おられますが、もし被災者
の方々が新たな住まいを求めて問合せしてこられた際
は、スムーズな住み替えに向けてご配慮くださいます
ようご協力のほどお願いいたします。

が
されました

土壌汚染対策法
 改正

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

（全会員共通の ID・PW が必要です）

〈お問い合わせ〉
　　福岡県環境部　環境保全課　土壌係
　　　TEL：０９２－６４３－３３６１

九州北部豪雨被災者の円滑な住み替えにご配慮ください九州北部豪雨被災者の円滑な住み替えにご配慮ください
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前号では、令和元年 10 月 1 日より消費税及び地方消費税の税率が 10％に引き上げられることに伴い、経過措置

の一つである「工事の請負等の税率に関する経過措置」についての基本的な考え方をご紹介しました。

今回は、「不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等」について基本的な考え方を抜粋します。

詳細は、下記サイト等をご参照ください。（※平成 31 年 10 月 1 日は、令和元年 10 月 1 日と読み替えをお願いします。）

「不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について（Q ＆ A）」
https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/0308-02.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/

不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過
措置の適用の有無等について

不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介の契約（以下「不動産売買等の仲介契約」

という。）は、改正令附則第４条第５項に規定する「その他の請負に係る契約」に該当し、

同項に規定する経過措置の適用対象となりますか。

平成 31 年４月１日（31 年指定日）以後に締結した不動産売買等の仲介契約に基づき平

成 31 年 10 月１日（一部施行日）前に不動産売買の仲介をした場合において仲介時（例：

不動産売買契約の締結時）に仲介料の 50％相当額を領収し売上げに計上し、残額を平成

31 年 10 月１日（一部施行日）以後の物件の引渡完了の日（所有権移転登記時）に収受し売上げに

計上するときにおいても、その残額には旧税率（８％）が適用されると解してよいでしょうか。

 （不動産仲介契約に係る経過措置の適用の有無）

 （施行日以後に仲介料の残額を収受する場合）

問１

問２

不動産売買等の仲介契約は、改正令附則第４条第５項に規定する契約に該当するため、

平成 31 年４月１日（31 年指定日）前に締結した契約は、同項に規定する経過措置の

適用対象となります。

答

事例のように不動産売買等の契約締結時に仲介料の 50％相当額を領収し売上げに計上

し、物件の引渡完了時に仲介料の残額（50％相当額）を売上げに計上する経理を継続

している場合は、それぞれの売上げを計上した時の税率が適用されます。 

したがって、平成 31 年 10 月１日（一部施行日）以後の物件の引渡完了（所有権移転登記）時に収

受する仲介料は、平成 31 年 10 月１日（一部施行日）以後の役務提供に係る対価であり、10％の税

率が適用されます。 

　ただし、不動産売買等の契約成立時にその仲介につき収受すべき仲介料の全額を売上計上する経理

を継続しており、平成 31 年 10 月１日（一部施行日）以後の物件の引渡完了（所有権移転登記）時

に収受する仲介料部分についても旧税率を適用して請求をしているときは、その仲介料部分について

も旧税率が適用されます。

答
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仲介契約は当初 3 月間を契約期間として締結し、その間に売買契約の仲介ができなかっ

た場合には、当事者合意の上当初の契約を更に 3 月間単位で延長できることとなってい

ます。この場合において、仲介契約の更新日が平成 31 年 4 月 1 日（31 年指定日）以

後のときにも、その後の売買契約の仲介契約について改正令附則第 4 条第 5 項に規定する経過措置

の適用はありますか。

 （仲介契約を更新した場合）

問３

更新日が平成 31 年 4 月 1 日（31 年指定日）前である場合を除いて、経過措置の適用

はありません。なお、契約時期等による具体的な税率の適用関係を示すと別表「契約時

期と適用税率等」のとおりとなります。

答

第 532 号　　2019 年（令和元年）5 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）



最近、複数の消費者及び会員より不動産情報ネット「ふれんず」に登録されている物件に対して以
下のクレームが多数寄せられています。規約違反行為を行うことは、消費者に対して誠意を欠く行為
にもなるため、正しい物件情報を表示することを心掛けて物件登録を行ってください。
（規約違反行為を継続している場合、ふれんずの利用停止等の処分対象となります。）

新規登録・情報修正・再登録された物件はマッチング検索等に表示されますが、正当な理由もなく物件情

報を変更することは規約違反行為となります。

新規登録、価格変更など重要な情報が探しにくいとのクレームが多発しておりますので、みだりに情報修正・

再登録を繰り返す行為はお止めください。

項目と無関係な情報を表示することも、ふれんずの物件掲載基準に反する行為となります。無関係な情報

を入力している場合は、早急に正しい情報に修正してください。

不動産情報ネット「ふれんず」運営規定（抜粋）
（情報の登録）
第 9条�6�会員は、自ら登録している物件について、重複して登録を行ってはならない。又、正当な事

由なく、削除、変更、再登録を行ってはならない。

ふれんず物件掲載基準（抜粋）
■文字情報および写真等イメージ情報の掲載について
５．�登録物件と無関係、虚偽、または判断が不可能、誤解を招くおそれのある情報および画像（項目と無

関係な情報、イメージ風景画像、周辺環境、最寄り駅、道路のみの画像を含む）を掲載することはで
きません。

何の理由や変更もなく物件の情報修正・再登録が繰り返されている

建物名の欄に建物名以外の情報が入力されている

≪ふれんずに登録した物件情報の取り扱いについて≫≪ふれんずに登録した物件情報の取り扱いについて≫

正しい情報更新・情報修正にご留意ください
理由なき物件の再登録及び登録項目への不要な情報入力は規約違反となります理由なき物件の再登録及び登録項目への不要な情報入力は規約違反となります

クレーム１

クレーム２

業者間サイトで規約違反
の物件が見つかりましたら、
「違反・誤表示等のご連絡」
よりお知らせください。
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前号でも掲載いたしましたが、平成31年4月1

日に「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」が施行されました。これに

伴い、国交省では「1号特定技能外国人支援に関す

る運用要領-1号特定技能外国人に対して行うべき

支援を内容とする基準について-」を公表しました。

この運用要領は下記に抜粋しているように、外国人

労働者の受入れ機関が行うべき支援のあり方や外

国人向け保証会社の情報などが記載されており、オ

ーナー側の住宅を貸す際のリスクを回避するよう

様々な配慮がなされています。会員の皆様におか

れましては、運用要領等の情報を活用し、引き続き

外国人への住居支援活動にご協力の程よろしくお

願いいたします。

1　住居の確保に係る支援のあり方
　円滑な外国人材の受入れのため、 これらの支援を行う受入れ機関等との連携が重要です。

　（ 1 ） 外国人の住居の確保にあたり民間賃貸住宅を活用する場合には、受入れ機関等が、
　　 ① 外国人の連帯保証人となること
　　 ② 外国人が家賃債務保証業者を利用する際の緊急連絡先となること
　　 ③ 自ら賃借人となって借上げること
　　　  　　のいずれかにより対応すること。

　（ 2 ） 受入れ機関等が、入居から明渡し（残置物の処理を含む）まで責任を持って対応すること。

　（ 3 ）  外国人が転職をする場合、元の受入れ機関等が転職の支援に併せ、必要に応じ新たな住居の確
保の支援も行い、日常生活の安定・継続性に支障がないよう配慮すること

2　定期建物賃貸借の活用
　定期建物賃貸借は、契約で定めた期間が満了することによって、更新されることなく、確定的に契約
が終了する制度です。必要に応じて、外国人受入れの際の契約で活用することが可能です。

3　外国語対応の可能な家賃債務保証業者に関する情報提供の充実
　国土交通省のホームページにおいて、外国語対応の可能な登録家賃債務保証業者についての情報を充
実します。対応言語、サービスの内容等の情報を掲載しましたので、ご活用ください。

国土交通省「外国人向けの言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000031.html

4　明渡し時等の残置物の処理
　明渡し時等の残置物の処理を円滑に進めるためには、契約締結時に、必要な入居者情報を収集するこ
とが有効です。対応事例等（下記 URL 参照）を参考に、個人情報の取扱いに留意しつつ、トラブルの末
然防止のための適切な対応をお願いいたします。
　対応事例等の詳細は、福岡県宅建協会の会員サイトをご確認ください。
https://www.f-takken.com/member/oshirase/（全会員共通の ID・PW が必要です）

「住居の確保に係る支援」　運用要領（抜粋）

外国人の住居確保等にご協力ください

「住宅の確保に係る支援」運用要領を公表

入管法改正！ 
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農地法第 5 条に係る住宅を目的とした転用につい

ては、転用をする事業者が宅地を造成し、住宅を建築

したうえで土地建物を一体的に売却する場合（建売分

譲住宅）に限り転用が可能であり、住宅のみの分譲に

ついては転用不可とされていました。

しかし、特に地方部において土地を購入し、購入者

が好みの間取りで住宅を建築するニーズが高いため、

従来の運用について改善を求める声が多数寄せられて

いました。

その結果、農林水産省の通知により従来の建売分譲

住宅以外に、建築条件付売地についても一定の要件の

もと（一定期間に分譲した後に売れ残った区画がある

場合には自ら建売住宅を建築する等）転用許可が認め

られることとなりました。

詳しくは福岡県宅建協会の会員サイトをご確認ください。
https://www.f-takken.com/member/oshirase/

（全会員共通の�ID・PW�が必要です）

【建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領（抜粋）】

○建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱い
建築条件付売買予定地とするため農地転用許可を受けようとする場合であって、次の要件を全て満たす
ことが確実と認められるときには、当該土地は、宅地造成のみを目的とするものに該当しないものとして
取り扱うものとする。

（1�）当該土地について、農地転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結し、当該農地転用事業者又は当
該農地転用事業者が指定する建設業者（建設業者が複数の場合を含む。（2）において同じ。）と土地購
入者とが当該土地に建設する住宅について一定期間内（おおむね 3月以内）に建築請負契約を締結する
ことを約すること。

（2�）（1）の農地転用事業者又は農地転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが、（1）の一定期間内
に建築請負契約を締結しなかった場合には、当該土地を対象とした売買契約が解除されることが当事者
間の契約書において規定されていること。

（3�）農地転用事業者は、農地転用許可に係る当該土地の全てを販売することができないと判断したときは、
販売することができなかった残余の土地に自ら住宅を建設すること。

○農地転用許可に付ける条件
特定建築条件付土地に係る農地転用許可について、法第 4条第 7項又は法第 5条第 3項において準用す
る法第 3条第 5 項の規定に基づき付ける条件は、農地法関係事務に係る処理基準について（平成 12 年 6
月 1 日付け 12 構改 B第 404 号［農林水産］事務次官通知。）及び農地法関係事務処理要領の制定について（平
成 21 年 12 月 11 日付け 21 経営第 4608 号・21 農振第 1599 号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）の
定めによるほか、次のとおりとする。

（1�）許可に係る工事（住宅の建設工事を含む。）が完了するまでの間、当該許可の日から 3月後及び 1年
ごとに当該工事の進捗状況を報告するとともに、当該工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告す
ること。

（2�）農地転用事業者から土地購入者への土地の引渡しについては、当該土地に住宅が建設されたことを確
認した後又は当該土地の宅地造成後に建築確認が行われた後に行うこと。

建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の
取扱いが一部変更になります
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宅建協会（加藤龍雄会長）が福岡県・（一財）福岡
県建築住宅センターと共同で実施している「住まいの
健康診断」事業ですが、令和元年度も 4 月 1 日より
受付をスタートしております。本事業は売却前の既存
住宅（戸建て・分譲マンション（住戸単位））に対して、
インスペクション（建物状況調査）を実施し、建物の
状態を明らかにすることで、売主・買主双方の安心・
安全な取引の実現を目指す事業です。

宅建協会では、今年度も引き続きインスペクション
費用の補助を行っており、24,000 円（通常の検査費
用の約 45％）をご負担いただくことで検査を受ける
事ができます。申し込み方法は、不動産情報ネットふ
れんず「住まいの健康診断」の特集サイトよりダウン
ロードいただける申込書・物件確認シートと間取り図
の 3 点を FAX で宅建協会にお送りください。

平成 30 年 4 月 1 日施行の改正宅建業法により、
媒介契約締結時にインスペクションを実施する者のあ
っせんの有無を説明することが必要となった他、重要
事項説明時にインスペクションを実施しているかどう
か、実施している場合はその検査結果の概要を説明す
ることが必要となっております。業法改正を受けて昨
年は 450 件以上の物件が本事業を通してインスペク
ションを実施しています。これからますます普及が進
むインスペクションの実施に本事業をぜひご活用くだ
さい。

また、福岡県は既存住宅の流通を促進するとともに、
若年世帯・子育て世帯に対して住宅取得に係る経済的
支援を行い、高齢者、子育て世帯が共に安心して暮ら
すことができる多世代居住を促進することを目指し
て、「既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進
事業補助金」制度を設けており、こちらも 4 月 1 日
より受付を開始しております。

この制度は、「住まいの健康診断」事業による建物
診断を実施した物件を購入した若年世代・子育て世帯
を対象として、自ら居住するために実施するリノベー
ション工事に係る費用の 1/3、最大 30 万円を補助し
ます。また、対象となる世帯が親世帯と近居、同居す
るために行う高齢化対応改修にも工事費の 1/3、最大
20 万円が補助されます。
「住まいの健康診断」を受けていない物件について

も、親世帯と若年世帯・子育て世帯が同居するために
実施する工事に対して同様に工事費用の 1/3 の補助
を受けることはできますが、「住まいの健康診断」を
実施した物件については、上記の補助を組み合わせて
最大 50 万円の補助を受けることが可能となります。
この機会にぜひ「住まいの健康診断」事業とあわせて
ご活用ください。

「住まいの健康診断」特集サイト
https://www.f-takken.com/member/inspection/

（全会員共通の ID・PW が必要です）

福岡県のリノベーション補助事業も併用可能！

「住まいの健康診断」令和
元年度

事業受付スタート事業受付スタート
「住まいの健康診断」令和

元年度「住まいの健康診断」令和
元年度「住まいの健康診断」令和
元年度

○補助対象工事（以下に示す工事で、県内の事業者が行う30万円以上の工事）

居住性向上改修 広さ、間取りの変更、収納スペースの設置、
バリアフリーへの対応など

長寿命化改修 耐久性向上改修、防犯性向上改修など
省エネルギー改修 断熱改修、遮熱改修など
防犯性向上改修 窓の改良、玄関・勝手口の改良など

バリアフリーへの対応など

子
育
て
対
応
改
修

高齢化対応改修

「住まいの健康診断」を受けた物件を購入

(1)子育て

子育て対応改修

補助率1/3

若年世帯・子育て世帯が、

自ら居住するために実施

する子育て改修工事

(2)近居・同居

子育て対応改修

補助率1/3

若年世帯・子育て世帯が、

自ら居住するために実施

する子育て改修工事

高齢化対応改修

補助率1/3

若年世帯・子育て世帯が、

親世帯と近居・同居する

ために行う改修工事

(3)同居

子育て対応改修

補助率1/3

若年世帯・子育て世帯が、

親世帯の住居に同居す

るために実施する改修工

第 532 号　　2019 年（令和元年）5 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）



広報部会（柴山利博部長）と（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は、広報活動の
一環として新たなCMを制作し、4月より放映を開始しています。

今後も広報部会では、様々な媒体を通して本会の事業やふれんず等を積極的にPRして
いきます！

新CM制作の目的は、宅建協会が運営する不動産情報ネット「ふれんず」

のPRを行い、会員の取引件数を 1件でも伸ばしていきたいという会員支

援事業の一環として実施するものです。

今回は、「心の声（合唱）」編 1種、「産地直送」編 4種の計 5種類を制作しています。

どのCMもインパクトがあり、消費者の方にも印象に残るCMとなりました。

「CMを見た」という認知を獲得するには、消費者の方に最低 3回CM

を見せる必要があるそうです。（CM3ヒット理論）

より多くの方にCMを見たという記憶を残すため、例年、賃貸繁忙期である 12～ 2月

の 3ヶ月間のみ放映していたところを、年間を通して放映することとなりました。

その中で、より効果的にPRするため、お盆期間前後の 7～ 8月、賃貸繁忙期である

12～ 2月の期間はより集中的に投下し、更なるふれんず反響アップを目指します。

～全部で5 種類！～ふれんずをPR！
新CMを4月より放映しています

新CMの制作

年間を通じた
放映
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宅建協会（加藤龍雄会長）は、福岡県警の協力のも

と防犯下敷き「いかのおすし」を福岡県下の新小学 1

年生へ配布する事業を進めてきました。

この新小学 1年生への防犯下敷き配布事業は数年前
から博多支部で実施されていましたが、このたび県本
部で実施する運びとなり、3月 6日福岡県警本部生活
安全部会議室にて福岡県教育委員会への下敷きの贈呈
式を執り行いました。
県教育委員会は、「他県で下校中の児童を狙った誘
拐事件が起こり、防犯教育の重要性が高まっている中、
今回宅建協会より防犯下敷きを寄贈していただけて感
謝しています」と述べられました。
「いかのおすし」とは、いかない、のらない、おお
ごえでさけぶ、すぐにげる、しらせるの頭文字をとっ
た児童向けの防犯標語です。この標語をモチーフとし
た下敷きのキャラクターは、全国の小学生の投票によ
り東京オリンピック・パラリンピックマスコットに選

ばれた「ミライトワ」と「ソ
メイティ」の製作者としてお
なじみの谷口亮氏にデザイン
いただきました。
谷口氏には贈呈式にもご出
席いただき、「親しみやすい
デザインにしました。いかの
おすしの標語を覚えて自分で
身を守れるようになってほし

い」とコメントされました。
また、福岡県教育委員会への贈呈式を皮切りに、宅
建協会各支部でも下記日程で一部教育委員会を表敬訪
問し、目録の贈呈と小学校への配布および周知協力を
呼びかけました。
表敬先の教育委員会からは、「学校生活を楽しみに
する一方で登下校に不安を感じている児童も増えてお
り、今回寄贈された下敷きを活用してもらうことで防
犯教育を強化していきます。」とのお声もいただきま
した。
新小学 1年生の皆さんには、下敷きを愛用しながら
楽しく「いかのおすし」の標語を覚えてもらうことで、
通学路等での防犯意識を持って安全安心で明るい学校
生活を送ってもらえればと思います。

～東京五輪マスコットキャラクター製作者の谷口亮氏がデザイン～

教委へ
寄贈 を県内新小学1年生へ配布！

防犯下敷き

3 月 20 日
太宰府市教育委員会（筑紫）

3 月 19 日
北九州市教育委員会（北九州）

3 月 19 日
久留米市教育委員会（久留米）

3 月 20 日
飯塚市教育委員会（筑豊）

3 月 22 日
筑後市教育委員会（県南）

3 月 27 日　福岡市教育委員会
（東部・博多・中央・南部・福岡西）

支部の訪問教育委員会一覧
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住環境整備委員会（秋山伸也委員長）は、安全安心
な住環境の推進を目的として、2 月 15 日に福岡県警生
活安全部の協力のもと、平成 30 年度第 2 回住環境整備
勉強会を不動産会館研修ホールにおいて開催しました。
同勉強会は「子ども・女性の安全」をテーマにした講義
も行うため、女性部会にもご参加いただきました。

第 1 課目は、福岡県警生活経済対策課より民泊需要
の高まりから問題視されている「違法民泊」について説
明を受け、違法民泊は犯罪の温床となる恐れがあり、些
細なことでも警察へ情報提供することが重要とのことで
した。会員の皆様におかれましても「建物内のフェンス
など不自然なところにキーボックスが下げられている」、

「多数の外国人の出入りがある」といった不審な建物を
発見した場合には、警察まで情報提供のご協力をお願い
致します。

第 2 課目は、子ども・女性安全対策課より「DV・ス
トーカー被害者等支援」について講話をいただきました。
同課と協会は一年前に DV・ストーカー被害者等に対し
て居住支援を行う協定を締結しており、実際にあった
DV・ストーカー事例の紹介を交えながら協定の経過報
告をいただきました。

宅建協会（加藤龍雄会長）は、2 月 20 日に北九州
市と「空き家活用の推進に関する協定」を締結、3 月
25 日には春日市と「空き家等の適切な管理の促進に関
する協定」の締結を交わし、各市役所にて協定調印式
に臨みました。

これら協定は、宅建協会をはじめとした民間団体が
その専門知識を活かして、市民からの空き家に関する
相談への対応や予防啓発といった総合的な空き家対策
について行政に協力することを取決めています。

また、すでに空き家対策で協定を締結している岡垣
町とは、3 月 26 日に「福岡県版空き家バンク  空き家

DE 暮 ら す 」（ 以
下：「県版バンク  
空 き 家 DE 暮 ら
す」）に関する条
項を盛り込んだ協
定を再締結しまし
た。

行政と空き家に

第 3 課目は、生活
安全総務課安全安心
まちづくり推進室よ
り子ども・女性の犯
罪被害撲滅を目指す

「子ども・女性安全
安心ネットワークふ
くおか（通称：コスモスネットワーク）」の取り組みに
ついて講話をいただきました。同課では子ども・女性の
防犯意識および社会の防犯機運の向上に尽力しており、
福岡県警が開発した防犯アプリ「みまもっち」について
もご紹介いただきました。

同アプリは現在地周辺の事件情報が通知されるなど身
近な犯罪がすぐにわかる上、防犯ブザーや 110 番通報
機能が搭載された防犯に特化したアプリとなっています
ので、ぜひ会員の皆様にもインストールしていただけれ
ばと思います。

今後も住環境整備委員会では、警察・行政との勉強会
を通じて学んだ住環境に関する知識を会務運営に反映し
ていき、会員や消費者の皆様に還元できるよう取り組ん
で参ります。

関する協定を締結
することで、空き
家問題を抱えてい
る市民が相談窓口
を利用しやすくな
ると予想されます。また、宅建業者が相談者に対して
適正な管理の助言などを行っていく中で媒介による取
引に発展していくことも考えられます。

媒介契約を結ばれた場合、市町村の空き家バンクや
「県版バンク　空き家 DE 暮らす」に物件登録するなど
空き家バンク制度を有効に活用していただくことで、
空き家の流通促進が期待されます。

4 月 1 日からは飯塚市と筑前町が新たに「県版バン
ク  空き家 DE 暮らす」に加わり、平成 31 年 4 月現在
の同バンクへの参加行政は 17 市町となりました。

今後も行政との間で「空き家対策に関する協定締結」
および「空き家バンク制度の相互連携」といった関係
構築を強化していき、空き家問題対策への機運を盛り
上げていきたいと思います。

福岡県警から違法民泊や子ども女性の安全対策について聴講
平成30年度　第2回住環境整備勉強会を開催

北九州市・春日市・岡垣町と空き家対策で協定締結

県版空き家バンクへの参加行政も増加傾向
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賃貸市場整備委員
会（青山博秋委員長）
は、3 月 14 日に福岡
県不動産会館研修ホ
ールにおいて「賃貸市
場整備委員会セミナ
ー」を開催しました。

賃貸市場整備委員会が開催したセミナーの会員
アンケートに、「管理物件を増やす方法を学びた
い」、「新規オーナー様へのアタック方法を知りた
い」等々、管理物件獲得手法の要望が多く寄せら
れたことから企画した本セミナー。株式会社ノー
スエステートの代表取締役社長である大槻圭将氏
に、新規管理の受注、既存管理の流出阻止のノウ
ハウについて、オーナー向けに開催するセミナー
でのテクニックや、昨今の IT ツールとオーナー心
理を切り口としたアプローチ方法についてご講演
いただきました。セミナーの募集定員は当初 40

名を予定していたところ、予想を超えるお申し込
みがあったため増枠し、当日は 74 名もの方が受
講されました。

講演後に実施したアンケートでは、「自分がオ
ーナー様の立場だったら頼みたくなると思えるセ
ミナー内容でした」、「管理を行うにあたってのオ
ーナー様への考え方が変わりました」、「賃貸管理
に関して非常に踏み込んだ内容で参考になりまし
た」等の声が寄せられ、92％もの参加者が有意義
であったと回答しました。

相談所運営委員会
（鶴田誠二委員長）は、
2 月 5 日 よ り 県 下 6
会場 6 日間の日程で

「不動産移動無料相談
会」を開催しました。

同相談会は不動産相談員 4 名に加え、弁護士と税
理士が相談に応じるもので、 平成 30 年度は延べ
124 組の相談者が来訪しました。今回の相談内容
のうち、最も多かったのは税金に関するもので
36 件となり、土地建物の相続を受ける際や、新
しく住宅を取得した際にかかる税金についての相
談が寄せられました。続いて、物件に関すること
が 29 件で、所有物件の売却もしくは運用方法等
についての相談が主なものとなりました。今回寄

せられた相談の多くが相続に関係しているもので
あり、これから相続について考えたい方、現在相
続を受ける場面に直面している方等が問題解決に
向けたアドバイスを求めて相談会に足を運んでい
た印象を受けました。

「賃貸市場整備委員会セミナー」を開催

県下6会場で不動産移動無料相談会を開催

管理を守り、管理を増やす！いまどき家主の心理に応える！

不動産のお悩みに相談員がアドバイス！
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宅建協会の南部支部（宮内久滋支部長）は、青
色回転灯装備車（通称：青パト）の寄贈や防犯カ
メラ設置促進活動などによる地域への防犯活動
協力を通して、安全・安心まちづくりに貢献した
として、1月 18 日に南警察署にて日髙誠宏署長
より感謝状の贈呈を受けました。
南部支部では、今後も南区がさらに住みよい街

となるよう積極的に活動を行っていく予定です。

宅建協会（加藤龍雄
会長）は、3 月 14 日
にホテルオークラ福岡
にて平成 30 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実施している公益事
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。
今回はテレビ局及び新聞社を中心に 13 名が参加され

ました。
勉強会では、5回目の開催となった「よか街福岡」の

実施報告のほか、2020 年から施行される改正民法の概

要、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
の概要や本会の対応、中古住宅の流通活性化を図る「住
まいの健康診断」、福岡県版の空き家バンクサイトであ
る「空き家DE暮らす」などの説明を行いました。
また、出席者より「福岡の不動産市況」について質
問があり、ふれんず市況レポートを基に、業者として
の感覚を踏まえつつ回答しました。
広報室では、今後も宅建協会の事業を報道各社へ周
知していくととも
に、年に一度勉強会
を開催し、さらに不
動産業界への理解を
得られるように活動
していく予定です。

総務委員会（諸隈達也委員長）は、3月 20 日西鉄福
岡（天神）駅北口ときめき広場にて、福岡県鉄道連絡
協議会へ防犯ブザーの贈呈を行いました。
本会は、平成 24 年度に福岡県鉄道連絡協議会と福岡

県警察とともに、本会が独自に製作した防犯ブザーの
無料レンタル事業をス
タートし、現在県内 53
の駅で実施しています。
今後も同事業を継続的
に実施していただくた
め、防犯ブザー 2,000 個

を贈呈しました。
贈呈式終了後に
は、4 月は進学や
就職等で生活環境が変化する時期となるため、性犯罪
防止の啓発活動として、『防犯ブザーを帰り道の「お守
り（代わり）」にしよう』キャンペーンを実施。広報大
使に任命された護国神社の巫女が関係者とともに、駅
利用者に対して、防犯ブザーや福岡県警察の防犯アプ
リ「みまもっち」のクリアファイルなどの啓発グッズ
を配布しました。同委員会では、今後も同事業を含め、
犯罪防止に関する活動等を実施する予定です。

～報道各社に情報発信～　広報室を開催しました

福岡県の治安向上のため
鉄道連絡協議会に防犯ブザーを贈呈

防犯活動に協力　南部支部が感謝状を受領
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平素より協会運営にご協力いただき誠にありがとう
ございます。
令和元年度会費納入についてご案内申し上げます。
口座振替　1 回目：6 月 12 日（水）

　　　　　2 回目：7 月 12 日（金）

振込　6 月 28 日（金）まで

（公社）福岡県宅地建物取引業協会 50,000 円

（公社）全国宅地建物取引業保証協会福岡本部

 6,000 円

 合計 56,000 円

なお、今年度より督促手数料が 2,000 円から
5,000 円に引き上げとなりますので、期限内の納入
にご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※会費は4月1日現在の会員に対して請求されます。

令和元年度会費納入のお願い
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㈱福岡県不動産会館研修部会（新妻昭徳部長）

は、2 月 22 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 2019 ～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」押さえるべきポイントを集

中解説上級編～』を開催し、99 名が受講しました。

毎回、受講者より好評を博している（株）こくえい
不動産調査代表取締役・和田周氏を講師に招き、4回
目のセミナーを開催しました。和田氏は、重要事項説
明書を作成する上で、区分所有建物や借地権付建物売
買の調査ポイントについて事例を交え分かりやすく解

昨年度、本会のカップリングパーティー
に参加されカップルとなられた 1組が、こ
の度結婚されるとのご報告をいただきまし
た。結婚のご報告は初！大変おめでたいことですので、本会からはハト
マーク入りの夫婦茶碗等の記念品をお送りいたしました。カップリング
パーティーは今年度も実施予定ですので、皆様ぜひご参加ください。

㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）ではこの

度、新商品として「不動産業務ふせん」（1 個あ

たり 250 枚セット）を販売開始いたしました。

この商品は、契約書の署名や押印が必要な箇所をわ
かりやすくし、契約者の書きモレや印鑑の押し忘れな
ど書類不備の防止を目的としております。
販売価格は 1個あたり 180 円（税別）となります。
この機会に是非お買い求めください。

説し、長時間の講義となりましたが、受講者の集中度
（真剣度）は高く、熱心に耳を傾けていました。受講
後のアンケートでは、「説明が分かりやすく、とても
勉強になった。」や「想像以上に奥深いところまで調
査しないとたくさんの落とし穴があることに驚いた。
より一層気が引き締まった。」また「実務に基づく解
説には頷くこと
ばかりだった。」
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。

お問合せは、不動産会館商品販売コーナー
TEL 092（631）3340、FAX 092（631）3350まで。

「実務に基づく解説には頷くことばかりだった」「実務に基づく解説には頷くことばかりだった」
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2019を開催

と好評を博す

祝! カップリングパーティー参加者が結婚されました！
カップリングパーティー参加者が
結婚されました！

不動産業務ふせん販売開始‼手書き業務の負担を軽減！
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― 福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例の全部が改正され、　　　　
　　　福岡県部落差別の解消の推進に関する条例が制定されました ―

差別につながる土地の調査は行わない！

同和問題に関して、部落差別は許されないものであるとした「部落差別の解消の推進に関する

法律」が平成 28 年 12 月に施行され、地方公共団体は、その地域の実情に応じた施策を講ずる

よう努めるものと規定されました。

こうしたことから、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、平

成 7 年に制定された「福岡県部落差別の事象の発生の防止に関する条例」が改正され、「部落差別

の解消の推進に関する法律」に定められた基本理念や相談体制の充実、教育・啓発の推進などの

規定が新たに加わった「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が平成 31 年 3 月 1 日に公

布されました。

皆様の日々の業務において、取引の相手から同和地区の存在に関する質問を受けた際に、宅建

業者がその存在について回答しなくても、宅建業法第 47 条に抵触しません。そのことを認識し

たうえで、顧客への啓発に努めてください。

第一章　部落差別の解消の推進
（目的）
第一条　この条例は、現在もなお差別落書きや差別につながる土地の調査などの部落差別
が存在すること及びインターネットの普及をはじめとした情報化の進展に伴って部落差別
に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障す
る日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成二十八年法律第百九号。以下
「法」という。）の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれ
を解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、
県の責務を明らかにし、相談体制の充実、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の
防止等について必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差
別のない社会を実現することを目的とする。
（基本理念）
第二条　部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけ
がえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必
要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を
実現することを旨として、行われなければならない。

【参考】福岡県部落差別の解消の推進に関する条例
　　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/burakusabetsukaisyou2019.html

■福岡県部落差別の解消の推進に関する条例（平成 31 年福岡県条例第六号）　（抜粋）
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日 時

会 場

2019 年 7 月 23 日(火)・24 日(水)の２日間 

〈1 日目〉 9:40〜17:30〈2 日目〉 9:05〜17:30（予定） 

福岡県不動産会館 6 階研修ホール 
福岡県福岡市東区馬出 1-13-10  

第 532 号　　2019 年（令和元年）5 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 :  H31.02.01 ～ H31.03.31

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 （01） 18864 ㈲エイチ・ワイ・ディ 大島　幸子 福岡県宗像市冨地原 1791-1 0940-35-3906 0940-35-3906 H31.3.11
東部支部 （01） 18898 ㈲クィーンズホーム 中園　秀樹 福岡県古賀市天神 1-8-12 092-941-9103 092-941-9104 H31.3.11

東部支部 （01） 18919 福岡ライフ不動産 花田　和隆 福岡県福岡市東区和白丘 1-22-21
石田ビル 3F 092-605-1028 092-605-1028 H31.2.12

東部支部 （01） 18926 ㈱エコラ 山崎　誠 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲 585-1 092-948-4401 092-947-7819 H31.2.12
東部支部 （01） 18945 文化不動産 世利　哲郎 福岡県糟屋郡志免町田富 4-17-17 092-936-7555 H31.2.12
東部支部 （01） 18953 ㈲中原工業 中原　正一 福岡県糟屋郡宇美町平和 1-7-16 092-933-6933 092-932-4963 H31.2.20

博多支部 （12）
大臣 2341 ㈱福田組

九州支店 篠崎　秀俊 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-7-35
ユーコウビルⅢ 092-475-6033 092-413-4877 H31.2.12

博多支部 （11）
大臣 2880 積和不動産九州㈱

福岡仲介営業所 緒方　正成 福岡県福岡市博多区御供所町 1-1 092-283-3281 092-283-3283 H31.2.20

博多支部 （01）
大臣 9491 ㈲ライフサポート

福岡店 福﨑　高之 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-
26-1F 092-433-3392 092-433-3393 H31.3.11

博多支部 （02） 16744 ㈱駅前不動産買取バンク
福岡支店 小林　剛 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-8-16

東洋マンション駅南スターオフィス205 号 092-983-7990 092-983-7980 H31.2.12

博多支部 （01） 18918 ショーケン㈱ 松尾　憲昌 福岡県福岡市博多区上川端町
4-228-6 階 092-291-3223 092-260-3626 H31.2.12

博多支部 （01） 18948 ㈱クワトロエージェント 松尾　英次郎 福岡県福岡市博多区麦野 4-38-20-
103 092-558-9110 092-558-9219 H31.2.13

中央支部 （02）
大臣 8112 ㈱オープンハウス・ディベロップメント

福岡支社 相川　倫昭 福岡県福岡市中央区天神 2-7-21
天神プライムビル 3F 092-718-2450 092-718-2456 H31.2.20

中央支部 （01） 18947 赤坂トラスト㈱ 田丸　博 福岡県福岡市中央区赤坂 1-7-23 092-791-5702 092-791-5703 H31.2.13

中央支部 （01） 18949 Qlaso（同） 原　伸二郎 福岡県福岡市中央区警固 3-2-14-
202 092-726-8822 092-726-8823 H31.2.13

中央支部 （01） 18966 ㈱ゆうゆう不動産 秋丸　祐子 福岡県福岡市中央区平尾 1-10-19
パティオス平尾 402 092-519-6952 092-776-6596 H31.3.13

中央支部 （01） 18970 軍用地情報サービス㈱ 荒木　貞征 福岡県福岡市中央区天神 3-7-31
N 天神ビル 4 階 092-791-3915 092-791-3915 H31.3.15

中央支部 （01） 18972 ㈱ ONE　TO　ONE 田川　亜沙美 福岡県福岡市中央区赤坂 1-7-23-
3F 092-753-8771 092-753-8772 H31.3.20

中央支部 （01） 18974 ㈱ニイナエステート 新名　英人 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-15-
301 092-753-6557 092-753-6880 H31.3.20

南部支部 （01） 18923 ㈱西高宮リアルエステート 菖蒲　徹秀 福岡県福岡市南区高宮 3-7-4 092-534-6150 092-534-6155 H31.3.11
南部支部 （01） 18927 ㈱二葉地所 鷲﨑　健 福岡県福岡市南区桧原 7-23-10 092-553-2093 092-553-2093 H31.2.12
南部支部 （01） 18935 ㈱日本プラス 田上　博子 福岡県福岡市南区西長住 1-8-4 092-403-9700 092-510-7204 H31.2.12

南部支部 （01） 18950 ㈱特建 瀬川　政和 福岡県福岡市南区大橋 1-2-3
大橋センタービル 5 階 092-512-1980 092-512-1988 H31.2.13

南部支部 （01） 18955 エステート土屋 土屋　宜伸 福岡県福岡市南区三宅 2-15-1 092-554-1215 092-554-1216 H31.2.20
南部支部 （01） 18982 ㈱ QULAZO 稲田　英之 福岡県福岡市南区大楠 3-8-12-101 092-707-2880 092-707-2881 H31.3.29

筑紫支部 （02） 17298 ㈱古賀組
朝倉支店 安永　欣文 福岡県朝倉市三奈木 2736-1 0946-22-3830 0946-22-4802 H31.2.12

筑紫支部 （01） 18920 ㈲親建設 酒井　親房 福岡県朝倉市甘木 1689-8 0946-23-2235 0946-23-8328 H31.3.11
筑紫支部 （01） 18921 ㈱雄組 冨吉　孝次 福岡県筑紫野市岡田 3-2-6 092-926-1999 092-926-6378 H31.2.12
筑紫支部 （01） 18951 ㈱アイルコーポレーション 井上　徹一 福岡県春日市伯玄町 2-46-2 092-588-5350 092-588-5360 H31.2.19
筑紫支部 （01） 18952 古川不動産 古川　隆太 福岡県大野城市東大利 2-2-7 092-593-1193 092-593-1194 H31.2.19
筑紫支部 （01） 18958 ㈱五黄不動産 矢野　充一 福岡県大野城市下大利 1-17-6 092-915-1050 092-915-1051 H31.3.11
筑紫支部 （01） 18983 ㈱リビング不動産 秦　康一 福岡県春日市小倉 3-157 092-582-1577 092-582-1578 H31.3.29

福岡西支部 （02） 17121 西鉄不動産㈱
ウエストコート姪浜店 曽我部　稔 福岡県福岡市西区内浜 1-7-3 092-834-2910 092-834-2909 H31.3.15

北九州支部 （02）
大臣 7973 ㈱プレストサービス

小倉店 仲前　信治 福岡県北九州市小倉北区砂津 1-5-34
小倉興産 23 号館栄泉ビル 602 093-513-8320 093-513-8321 H31.3.11

北九州支部 （01） 18938 ㈱ランドサット九州 宮﨑　龍司 福岡県北九州市八幡西区竹末
1-14-10 093-883-8825 093-883-8826 H31.2.7

北九州支部 （01） 18946 ㈱イエマネ 末次　拓人 福岡県北九州市小倉北区木町 4-4-
10 093-953-6806 093-953-6807 H31.2.13

北九州支部 （01） 18969 ㈱サラ不動産 渡邉　宏恵 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘
1-2-11 093-616-2311 093-616-2312 H31.3.13

北九州支部 （01） 18977 ㈱ TOW 早名　毅輝 福岡県北九州市小倉北区馬借 1-1-
17-1706 093-230-2911 093-230-2911 H31.3.26

久留米支部 （01） 18058 LINK 不動産販売㈱
小郡支店 大坪　憲司 福岡県小郡市井上 1027-5 0942-23-8765 0942-23-8766 H31.3.11

久留米支部 （01） 18963 ㈱みんなの不動産本舗 久保　強 福岡県久留米市諏訪野町 1990-1 0942-65-5660 0942-65-7275 H31.3.11
県南支部 （01） 18932 ㈱河建 河野　秀敏 福岡県みやま市高田町濃施 634 0944-22-3711 0944-22-6495 H31.2.12
筑豊支部 （01） 18956 岩本興産㈱ 岩本　創 福岡県飯塚市津原 340 0948-29-3566 0948-43-4775 H31.2.20

退 会 者 一 覧 表 期間 :  H31.02.01 ～ H31.03.31

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 （04） 13956 ㈱奥田政興産 奥田　政成 福岡県福岡市東区多の津 4-12-11
コア - ル多の津 103 号 092-623-2834 H31.3.19

東部支部 （03） 16265 リライアンス㈱
宗像営業所 丸山　眞吾 福岡県宗像市栄町 12-19-202 0940-38-9345 H31.3.4

東部支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡
千早駅前店 三好　玄幸 福岡県福岡市東区水谷 2-53-1

MJR ザ千早 1 階 092-665-6510 H31.3.1
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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 （01） 18322 ㈲太洋建設 中村　良二 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 5-5-1-2F 092-643-8800 H31.3.20
東部支部 （01） 18432 ㈱ハウスコネクト 中川　盛彦 福岡県福岡市東区和白 2-9-33 092-605-6721 H31.3.27

博多支部 （11） 5425 いわき不動産 岩瀬　弘毅 福岡県福岡市博多区比恵町 11-7
ニュ - いわきビル 10F 092-441-8855 H31.2.12

博多支部 （10） 7404 ㈱ホワイトハウス 天野　廷至 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-20-27
電商ビル 301 092-414-1876 H31.3.29

博多支部 （02）
大臣 7913 ㈱日本アイコム

九州支店 宗藤　太司 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-35-
705 092-433-5518 H31.3.27

博多支部 （06） 12413 深谷不動産 深谷　純子 福岡県福岡市博多区諸岡 4-13-20 092-591-8634 H31.3.25

博多支部 （04） 14691 ㈲トラスト 福田　高志 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-1-33
はかた近代ビル 6F 092-431-0255 H31.3.29

博多支部 （02） 16975 ㈱ライズプロパティ 内田　祐司 福岡県福岡市博多区綱場町 2-2 092-263-5580 H31.3.14
博多支部 （02） 17146 ㈱岩田企画 岩田　秀二郎 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-4-1 092-481-3668 H31.2.12
博多支部 （01） 17855 REN コーポレーション㈱ 豊嶋　秀一 福岡県福岡市博多区榎田 1-2-18   2 階 092-409-8200 H31.3.22

博多支部 （01） 18087 ㈱ Good  Life 福岡
Good LIfe 福岡  博多筑紫口店 瀧澤　圭亮 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 4-23

ホテルセントラーザ　1 階 092-477-5005 H31.3.12

中央支部 （07）
大臣 4315 トータテ住宅販売㈱

福岡営業所 山下　祐二 福岡県福岡市中央区天神 4-3-30 092-741-1666 H31.3.29

中央支部 （09） 8153 ㈱西中洲樋口建設 横尾　博 福岡県福岡市中央区西中洲 12-13 092-771-3955 H31.3.15

中央支部 （01）
大臣 9108 ㈱カムズ・コーポレーション

福岡店 友岡　孝康 福岡県福岡市中央区薬院伊福町 11-1 092-534-8670 H31.3.26

中央支部 （08） 10904 末田建設㈱ 末田　公也 福岡県福岡市中央区笹丘 2-24-35 092-761-5761 H31.3.26
中央支部 （04） 14351 坂巻不動産 田尻　寿麻子 福岡県福岡市中央区唐人町 1-2-18 092-751-6711 H31.3.26

中央支部 （02） 17146 ㈱岩田企画
中央支社 松藤　章子 福岡県福岡市中央区薬院 2-10-18 092-771-0414 H31.2.12

中央支部 （01） 17574 新稜不動産 溝口　智之 福岡県福岡市中央区高砂 1-11-1-9F
（福岡ゼネラルビル） 092-985-2810 H31.3.29

中央支部 （01） 18087 ㈱ Good　Life 福岡
Good　LIfe 福岡　天神店 植田　航太 福岡県福岡市中央区天神 2-2-13

サンベアービル　1 階 092-738-5620 H31.3.12

中央支部 （01） 18087 ㈱ Good　Life 福岡 牧野　修司 福岡県福岡市中央区平尾 4-2-19
（ステージア平尾 1 階） 092-534-1017 H31.3.12

中央支部 （01） 18205 ㈱都市開発ふくおか 山下　伊佐夫 福岡県福岡市中央区大手門 2-4-18-103
（チサンマンション大手門） 092-791-1727 H31.2.26

中央支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡
唐人店 中島　浩一 福岡県福岡市中央区唐人町 1-6-17

SUBWAY 唐人町 1 階 103 号室 092-737-2370 H31.3.26

南部支部 （08） 9397 三浦不動産 三浦　秀夫 福岡県福岡市南区塩原 4-10-20 092-561-3060 H31.3.4

南部支部 （05） 13128 大八不動産 江上　兼祥 福岡県福岡市南区長住 3-3-23
（江上様方） 092-541-2795 H31.3.15

南部支部 （05） 13263 太陽ハウス㈲ 小川　正俊 福岡県福岡市南区大橋 1-8-1
大橋中央ビル 606 092-554-7788 H31.3.7

南部支部 （02） 17072 ㈱リバリティホーム 井手　貴之 福岡県福岡市南区的場 2-41-14
（ビオラハウス 101） 092-586-5758 H31.3.4

筑紫支部 （10） 7904 重松開発㈱ 松本　豊眞 福岡県大野城市東大利 2-1-14 092-581-2018 H31.3.26
筑紫支部 （02） 16404 ㈲佐野企画 白石　文雄 福岡県大野城市筒井 4-6-26 092-589-3144 H31.3.26
筑紫支部 （02） 16843 重富地建 重富　博良 福岡県朝倉市宮野 2118-1 0946-52-3139 H31.3.26
福岡西支部 （03） 15187 ㈲創和 蓮池　祥子 福岡県福岡市西区大字飯盛 430-1 092-812-8108 H31.3.18
福岡西支部 （03） 15384 ㈱デニッシュハウジング 中山　拓 福岡県福岡市早良区百道浜 1-3-70 092-407-1595 H31.3.29
福岡西支部 （03） 15642 ㈲祐晃堂 伊藤　学 福岡県福岡市早良区東入部 2-35-7 092-405-0900 H31.3.14
福岡西支部 （03） 16154 ㈱住環境ネットワーク 藤井　ひとみ 福岡県福岡市城南区樋井川 6-27-60 092-873-5111 H31.3.1

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 H31.3.29

福岡西支部 （01） 18087 ㈱ Good  Life 福岡
Good Life 福岡  西新商店街店 重留　卓昇 福岡県福岡市早良区西新 4-9-14

あっぱれビル 1 階 092-852-1222 H31.3.12

福岡西支部 （01） 18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡
九大学研都市店 川上　洋平 福岡県福岡市西区北原 1-2-1

イオンモール福岡伊都 1 階 092-805-8889 H31.2.1

北九州支部 （08） 10415 ㈲門司地産 山川　徳生 福岡県北九州市門司区高田 1-9-13 093-391-2000 H31.2.22
北九州支部 （06） 12555 タスプラン 曽我部　隆徳 福岡県北九州市戸畑区天神 1-6-10 093-871-2874 H31.3.28
北九州支部 （06） 13015 ダイヤ土地 原　勲 福岡県遠賀郡遠賀町松の本 1-3-14 093-293-5345 H31.3.28
北九州支部 （04） 13908 住地サポート BEE ハウス 前田　康治 福岡県遠賀郡水巻町宮尾台 6-5 093-201-5670 H31.3.22

北九州支部 （04） 14009 ㈱ネオシステム 原囿　次雄 福岡県北九州市小倉北区紺屋町 5-5
ウィンズビル 3F 093-512-6808 H31.3.22

北九州支部 （04） 14231 慶不動産 酒見　建次 福岡県北九州市八幡西区大浦 3-12-16 093-695-2370 H31.3.1
北九州支部 （04） 14837 ㈲松本ハウジング 松本　美智子 福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉 2-5-3 093-293-6853 H31.3.28
北九州支部 （02） 16968 ㈱彩都ルーム 竹中　孔明 福岡県京都郡苅田町新津 1-4-6 0930-26-3103 H31.3.18
北九州支部 （01） 17935 オフィス山本 山本　達也 福岡県北九州市小倉北区原町 1-5-3-102 093-571-1668 H31.3.11
久留米支部 （13） 3395 益永不動産 益永　茂子 福岡県久留米市善導寺町与田 104-3 0942-47-1262 H31.3.19
久留米支部 （07） 11016 髙野不動産 髙野　豊彦 福岡県久留米市合川町 1932-1 0942-33-5525 H31.3.25
久留米支部 （04） 14327 ㈲ひかり地所 渡邊　秀樹 福岡県久留米市合川町 1721-2 0942-27-6668 H31.3.26
久留米支部 （03） 14995 アサヒ不動産 今村　省太郎 福岡県久留米市城島町城島 32-5 0942-62-3109 H31.2.26
久留米支部 （02） 16616 ㈱スマイルホーム 清水　博 福岡県久留米市東櫛原町 1502-3 0942-65-9611 H31.3.28
久留米支部 （02） 16750 サニーエステート 浦邊　雄作 福岡県久留米市田主丸町志塚島 907-3-2 0943-72-0608 H31.3.19
県南支部 （06） 12408 ㈱坂井建設 中原　暁彦 福岡県大川市大字坂井 25 0944-87-5831 H31.3.15
県南支部 （01） 17868 ㈱アズマ 中島　一嘉 福岡県八女市吉田 1645-4 0943-24-4001 H31.2.18
筑豊支部 （03） 15062 ㈲共立工業 佐瀨　道夫 福岡県飯塚市南尾 64-3 0948-25-5477 H31.3.28
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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。（7 月～ 9 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H 31（R元）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（R元）年 5 月上旬

H 32（R２）年  1 月 8/20（火）・8/21（水）アクロス福岡、8/23（金）小倉興産 KMMビル H 31（R元）年 6 月上旬

H 32（R２）年  2 月 9/17（火）・9/18（水）アクロス福岡、9/20（金）小倉興産 KMMビル H 31（R元）年 7 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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住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）の改正について 同封物のお知らせ（GTN）

会員報告会のお知らせ 株主総会のお知らせ

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

　民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図
ることを目的とした住宅宿泊事業法が平成30年 6月 15日に施行さ
れておりますが、今般住宅宿泊事業法施行規則が改正されたこと等
に伴い、住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）が改正されました。
　詳しくは、福岡県宅建協会の会員サイトをご確認ください。

　外国人入居者向けの家賃保証会社で
あるグローバルトラストネットワークス
（GTN）は現在、全宅管理と提携を結
んでおりますが、今後、福岡県不動産
会館とも提携を行う予定です。P6に
記載の通り、今後外国人が増加すると
見込まれるため、今号同封チラシをご
確認のうえ、ぜひご利用ください。

表紙について
【新元号「令和」ゆかりの地　坂本八幡宮】
　坂本八幡宮は、新元号「令和」の出典となった「万葉集」の「梅
花の歌」が詠まれた地とされています。「厳しい寒さの後に春
の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日
本人が明日への希望と共に、それぞれの花を大きく咲かせるこ
とができる、そうした日本でありたい」という意味が込められ
た「令和」という時代が、素晴らしい時代になることを願って
います。

（撮影とコメント：筑紫支部　㈲ 松嶋設計　松嶋  謙 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。

５月 28日（火）  午後３時～ ６月 19日（水）  午後２時～

ホテルオークラ福岡
福岡市博多区下川端町３－２

博多サンヒルズホテル
福岡市博多区吉塚本町13-55

（公社）福岡県宅地建物取引業協会 （株）福岡県不動産会館

日時 日時

会場 会場
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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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