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ふれんず新BtoB（業者間）サイトふれんず新BtoB（業者間）サイト
10月1日より リリース10月1日より リリース

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、業者間の円滑な取引促進のた

めにも、業者間サイトの機能を日々改善し、会員向け

に様々な業務支援ツールを提供してきました。しかし

ながら、システムの老朽化等が著しく、今後の更なる

業務支援を拡充するためにも、業者間サイトのシステ

ムを一新。10 月 1 日に実施する予定です。

このたびのリニューアルでは画面レイアウトが大幅

に変更されたほか、新たな機能も追加されております

ので、その変更点を紹介します。

※�BtoBとは・・・Business�to�Business�の略で一般的
に業者間取引のことをいいます。

※画像は開発中のものです。

●�新BtoBサイトの特徴・画面レイアウトについて
新 BtoB サイトは平成 27 年にリニューアルした一
般公開サイトと同様、レスポンシブデザインを採用し
ています。パソコン、スマートフォン、タブレット等
利用する端末に対応して最適化された画面が表示され
るので、どのような場所でも快適に利用することがで
きるようになりました。
また、今回のリニューアルを機に画面レイアウトを
大幅に変更。物件情報の検索・登録・メンテナンスの
ほか、らくらく契約書等の業務支援ツールやふれんず
市況レポート等の資料など、TOP画面から様々なサ
ービスにアクセスがしやすいレイアウトとなっていま
す。サイトの文字サイズもワンクリックで調整できる
ので、自分が見やすい大きさで利用することが可能で
す。そして一般公開サイトと同様に物件のお気に入り
登録や、閲覧履歴が保存されるので、気になった物件
の確認が容易になりました。

●�検索画面の特徴
検索方法は従来の住所、沿線での検索のほかに、学
校から検索を追加。小学校・中学校を選択して物件を
絞り込むことができます。また、地図から検索では、
その地域の目印となるランドマーク（主要駅や公園、

公共施設等）や大学・短大付近の物件を地図上で簡単
に確認することができるようになりました。アイコン
を中心点として半径 500m や 1000m での円を表示さ
せることもできるので、目印の建物からの距離も一目
でわかるようになりました。
条件を設定して検索ボタンを押すと検索結果が表示
されるのは従来通りですが、条件設定画面に戻らず、
検索結果画面より条件を変更して再検索ができるの
で、よりスムーズに物件の絞り込みができるようにな
っています。

●新機能①　「よく閲覧される物件」をTOP画面に表示

新 BtoB サイト TOP 画面中央に「よく閲覧されて
いる物件」が表示されます。事務所の所在地付近にお
ける直近 1週間での物件詳細 PV数が多い物件が表示
されるので、現在どのような物件が人気なのかすぐに
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確認することができます。他のエリアの人気物件も確
認が可能です。

●�新機能②　物件情報のURL発行
物件の詳細画面を消費者向けの物件紹介画面に変換
したページへアクセスできるURLを発行してメール
で送信することができるようになりました。複数物件
をまとめたリストを URL 化することもできます。
SMS（ショートメール）にURLを貼り付けて物件情
報を提供できるようになるほか、メールで物件情報を
送信する際に、添付ファイルの容量が大きくて送れな
い等のトラブルを気にする必要がなくなります。

●�新機能③　流通シートの出力
PC 会員は無
料で利用できる
らくらく流通図
面というソフト
で流通シートを
作成することが
できましたが、
すぐに資料を出

力したいときのために流通シートの出力機能（PDF又
はエクセル形式）を新たに設けました。らくらく流通
図面のような編集をすることはできませんが、物件情
報をボタン 1つで簡単に流通シートの形で出力・印刷
することができます。

●�新機能④　店頭モード・ユーザーフォルダの追加
左上の「物件検索」右側にある歯車マークか検索結
果画面右上にあるスイッチボタンをクリックすると物
件情報を店頭モードで表示することができます。店頭
モードに設定時は登録会員情報や業者間専用の備考
欄、報酬に関する項目等が非表示となり、他社登録物
件の取引態様は媒介と表示されます。新 BtoB サイト
をお客様と一緒に確認しながら物件を説明・紹介する

ことができます。
その他に、ユ

ーザー機能を新
しく追加しまし
た。5人までユ
ーザーを設定す
ることができ、
ユーザー毎に閲
覧履歴やお気に入り登録、マッチング検索が保存され
るようになっているため、営業スタッフ別やお客様別
に分けて利用することができます。

●�新機能⑤
　アクセスログ・反響レポートの出力機能
月間でのPV数（物件詳細画面が開かれた回数）や
お気に入りに登録された件数、メール問い合わせ件数
等をまとめた反響レポートを出力することができます。
反響レポートには案内件数や電話での問い合わせ件数、
コメントを加筆することができるので、依頼を受けた
オーナーへの報告資料として活用できます。出力時に
エクセルで出力されるので更なる編集も可能です。

　令和元年7月 30日開催の理事会にて不動産情報
ネットふれんずに係る規程（ふれんず会員間取引規
程、ふれんず利用条件、ふれんず処分規程）の変
更が承認されました。引き続きふれんずの諸規程を

ご確認の上、会員間の円滑な取引に努めてください。
　各種規約は会員間サイトでご確認ください。

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

※全会員共通の ID・PWが必要です。

＝＝不動産情報ネットふれんずに係る諸規程の変更について＝＝

新 BtoB サイトの変更点や利用方法については、
マニュアル資料と説明用動画を公開する予定です。
さらに使いやすくなった新 BtoB サイトをぜひ取引
にご活用下さい。
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120 年ぶりに見直された改正民法が施行される
2020 年 4 月まで残り 1 年を切りました。改正民
法の施行により取引にどのような影響を与えるか、
前号に引き続き売買編②として、前回簡単に触れ
た「時効」に係る変更点を中心に確認していきます。

起算点による2つの時効期間
時効には取得時効と消滅時効がありますが、今回改

正されるのは消滅時効のみです。消滅時効とは、権利
を持っていても長期間行使しなければその権利がなく
なるというものをいいます。
人に何かをしてもらう権利のことを債権といいます

が、現行民法でその消滅時効は「権利を行使できると
きから 10 年間」とされており、その起算点は、権利者
が権利を行使できることを知っていたか否かは関係な
く、時間と共に進行していくものです。
改正民法では、「権利を行使できるときから 10 年間」

という客観的起算点に加え、「権利を行使できることを
知ったときから5年間」という主観的起算点が採用され、
いずれか早く到達する日に消滅時効が完成することに
なります。
これに関連して、商事債権についての 5年の消滅時

効が廃止されます。商事債権の消滅時効は商法に定め
られていますが、廃止されることで民法に一本化され
ます。
また、職業別短期消滅時効についても同様に廃止さ

れ、同じく民法に一本化されます。職業別短期消滅時
効の具体例を挙げると、工事の設計・施行等の債権（請
負代金債権）の時効は 3年間、また生産者、卸売商人、
小売商人等の商品売却代金の時効は 2年間等となって
いましたが、これらは全て廃止されることになります。

時効の「中断・停止」から「完成猶予・更新」へ
現行民法では、時効の完成を阻止する事由として「中

断」と「停止」が規定されています。

「中断」とは、時効の進行を止めてリセットするこ
とで、その方法には、請求、差押え、仮処分、承認が
あります。「停止」とは、時効期間の満了に際して、権
利者が時効を中断することの困難な事情がある場合に、
一定期間時効の完成を猶予することを言い、わかりや
すい例を挙げると、天災による時効の停止があります。
この「中断」「停止」については、言葉通りの意味で
はないためわかりにくいと指摘されてきました。そこ
で改正民法では、「中断」事由によって時効の完成が妨
げられるという効力を生ずるものを時効の「完成猶予」、
それまで進行してきた時効がリセットされ、新たな時
効が進行する効力を生ずるものを時効の「更新」とい
う表現を用いることになりました。同様に現行民法の
「停止」は「完成猶予」ということになります。

完成猶予のひとつに、「協議をする旨の合意」が新設
されたことが重要です。
現行民法下では、当事者間の合意によって時効を阻
止することはできませんでしたが、改正民法ではそれ
ができるようになりました。当事者間で協議に合意す
れば、原則として 1年間は時効が完成しません。なお、
協議をする旨の合意は、口頭で行うだけでは足りず、
書面または電磁的記録で行わなければならないことと
されています。

改正民法の適用関係
改正民法がいつから適用されるかということについ
ては、原則として改正民法の施行期日である 2020 年 4
月 1 日以降に発生した債権から適用されることになり
ます。ただし、時効や債務不履行責任に関しては、改
正民法施行期日以降に発生した債権であっても、その
原因である法律行為（契約等）が施行日前であった場
合は現行民法が適用されると定められている点には注
意が必要です。
例えば、民法改正前に賃貸借契約を締結し、民法改
正後に賃貸借契約が終了して敷金返還請求権の行使が
行われる場合、敷金返還請求権が発生するのは、当該
賃貸物件を明け渡したときですが、敷金返還請求権の
原因となる行為（賃貸借契約の締結）が施行日の前に
なされていることから、当該敷金返還請求権の消滅時
効は、現行民法によることになります。

民法改正と宅建業に与える影響について 売買編②

改正民法における時効完成のイメージ 

権利を行使できるとき（客観的起算点） 

10年間 

時効完成

5 年間 

権利を行使できることを知ったとき（主観的起算点） 

時効完成

いずれか早く到達した日に時効によって権利が消滅する。

現行民法の時効の「中断」

時効の「完成猶予」

現行民法の時効の「停止」

時効の「更新」

現行民法と改正民法の相違現行民法と改正民法の相違

改正民法における時効完成のイメージ 
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No．22

九公取
だより
九公取
だより

10月からの消費税増税に関する
広告表示上の注意点！

消費税増税に関する、広告表示上の注意点をお伝えいたします！

Q1. 不動産の価格は、総額で表示しないといけない？

（例）�土地価格1,000万円＋建物価格2,160万円（消
費税160万円を含む）の場合

A1．�価格の表示については、表示規約の施行規則第
10条38号において、不動産の価格については、消
費税額を含んだ総額を表示する必要があります。

　　〇総額表示　　　　　　3,160万円
　　×外税表示　　　　　　3,000万円＋消費税
　　×税抜き価格のみ表示　3,000万円
　　×本体価格のみ表示　　3,000万円

Q2． 9 月中に引き渡しができる物件に「増税前の今

がチャンス！」「8％の消費税の内に」などの表

示はできる？

A2．�消費税増税により、価格にその増税分が上乗せさ
れその分値上げするため、今購入したほうが著し
く有利であるかのような表示について、10月以
降も売れ残った場合、値下げする可能性が想定さ
れており、確実に増税分を値上げするとは断定で
きないことから、このような表示は不当表示に該
当する可能性が考えられるため、行うことはでき
ません。価格表示については、新税率での価格を
表示し「建物価格には消費税10％相当額を含み
ます」との表示を加えるのが望ましいとされてい
ます。

Q3．そのほかに禁止されている表示は？

A3．①�消費税は転嫁しません。消費税を転嫁してい
ないので、価格が安くなっています。消費税は
いただきません。消費税は当方が負担します。
消費税は還元いたします。消費税増税分を据
え置いています。

　　　②�消費税率上昇分値引きします。消費税分10％
還元セール。消費税増税分を値引きします。

　　　③�消費税相当分の商品券を提供します。消費税
率の引き上げ分をキャッシュバックします。
消費税相当分の商品を景品として提供します。

このほかにも、消費者庁ウェブサイトに「消費税の円
滑かつ適正な転嫁のために」＜10％引上げ対応版＞が
掲載されているので、参考にされ、表示規約を順守して
いただきますようお願いいたします。

h t tps : //www.caa .go . j p/po l i c i es/po l i cy/
r e p r e s e n t a t i o n / c o n s ump t i o n _ t a x / p d f /
consumption_tax_190515_0001.pdf

内閣官房、公正取引委員会、消費者庁、財務省、経済産
業省、中小企業庁からの消費税率の引上げに伴う価格
設定について（ガイドライン）［平成30年11月28日］

1．価格設定に関する考え⽅

我が国においては、消費税が1989年に導入されて以
降、導入時及び税率引上げ時に、一律一⻫に価格が引き
上げられるものとの認識が広く定着しています。これ
に対し、1960年代から1970年代前半に付加価値税が導
入され、税率引上げの経験を積み重ねてきている欧州
諸国では、税率引上げに当たり、どのようなタイミング
でどのように価格を設定するかは、事業者がそれぞれ
自由に判断しています。このため、税率引上げの日に
一律一⻫に税込価格の引上げが行われることはなく、
税率引上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減も発生
していません。
たしかに、消費税は、事業者ではなく、消費者が最終
的には負担することが予定されているため、消費税率
引上げ後に小売事業者が値引きを行う場合、消費税転
嫁対策特別措置法により、「消費税はいただいていませ
ん」「消費税還元セール」など、消費税と直接関連した形
で宣伝・広告を行うことは禁止されていますが、これは
事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの
宣伝・広告自体を規制するものではありません。例え
ば、「10月1日以降�○％値下げ」「10月1日以降○％ポイ
ント付与」などと表示することは問題ありません。
また、今回は、中小・小規模小売事業者に対して、本年
10月の消費税引上げ後の一定期間に限り、ポイント還
元といった新たな⼿法などによる支援などを行う予定
です。これにより、中小・小規模小売事業者は、消費税
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令和元年国土交通大臣表彰を福岡県宅建協会の諸隈

達也総務委員長が受賞され、7 月 10 日に国土交通省

において表彰式が行われました。

今回の受賞は、福岡県宅建協会の推薦を受け、多年
に亘る宅地建物取引業への精
励と役員として業界の発展に
寄与したことを理由とするも
のです。
諸隈氏は、平成 22 年度か
ら現在に至るまで本会の理事
として活躍されています。
平成 24 年度からは総務委

員会副委員長を務め、本会と福岡県警・福岡県鉄道連
絡協議会等と共同で実施している防犯ブザーレンタル
事業の拡大や、ひったくり防止策として自転車かご用
カバーを福岡県警、行政を通じて県民に配布し防犯強
化に貢献しました。また、宅建業者の後継者対策・少
子化対策事業の一環として平成 27 年度から実施して
いる「カップリングパーティー」は、他県の宅建協会
や行政の子育て支援の部署からも視察が相次いでお
り、この事業は全国に波及しています。
平成 28 年度からは総務委員会委員長を務め、これ
まで実施してきた様々な事業の継続・発展に尽力され
ています。

諸隈達也総務委員長

国土交通大臣表彰を受賞令和
元年
令和
元年

率引上げ前後に需要に応じて柔
軟に価格設定できる幅が広がる
ようになります。大企業におい
ても、消費税率引上げ後、自らの
経営資源を活用して値引きなど
自由に価格設定を行うことに何
ら制約はありません。

2．適正な転嫁の確保

このように消費税率引上げ
後、小売事業者が自らの経営判
断により値引きを行うことに法
令上の制約はありませんが、事
業者間の取引については、当該
小売事業者に製品・サービスを
納入する下請事業者等がしわ寄
せを受け、適正な価格転嫁がで
きず、増税分を負担させられる
ような事態があってはなりませ
ん。消費税転嫁対策特別措置法
は、小売事業者や下流の事業者
が、下請事業者や上流の事業者
に対し、消費税増税分を減額す
るよう求めたり、利益提供を求
めたりすることなどを禁止して
います。本年10月の消費税率
引上げに際しても、下請事業者等に対するこうした不
当な行為がなされないよう、引き続き、転嫁Gメンによ

る監視や関係機関による周知を厳格に行っていきま
す。
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不動産管理の重要性が高まってきている中、賃貸
アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する
知識・技能・倫理観を持った専門家として、賃貸住
宅管理部門において重要な役割を担うのが「賃貸不
動産経営管理士」です。（一社）賃貸不動産経営管
理士協議会は、昨年に引き続き、賃貸管理業務に必
要な専門知識の習得と実務能力を高めることを目的
とし、資格の取得に向けた試験学習の場として「賃
貸不動産経営管理士講習」（いわゆる 4問免除講習）
を開催しています。
同講習は、経験豊富な講師陣が重要な箇所を抜粋
して教えることで、試験の要所を押さえた内容とな
っているため効率的に学習することができます。な
お、2日間にわたる講義をすべて受講することで、
毎年 11月に実施される統一試験時に 4問分が免除
され、全 40問 90 分の試験が実質 36問 90 分とな
ります。
福岡での今年度の実施は 2会場となっており、福
岡県不動産会館 6階研修ホールにおいては 7月 23
日～ 24日に 92名の受講者で実施しました。
国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制
度である「賃貸住宅管理業者登録制度」では、平成
28 年の改正により、適正な管理業務促進のため一
定の業務を賃貸不動産経営管理士等に担わせるよう

ルール化されています。
また、平成 30 年 10 月に国土交通省より発表さ
れた「今後の賃貸住宅管理業のあり方に関する提言
書」にて「賃貸住宅管理業者登録制度の法制化」に
ついての方向性が打ち出され、その中で「賃貸不動
産経営管理士の社会的役割の明確化」が課題と明言
されました。同協議会はこの提言内容を受けて、「賃
貸不動産経営管理士」の国家資格化に対応するため、
令和 2年度試験より、不動産関係の国家資格と同様
に出題数を 50問、試験時間を 120分に変更するこ
ととなっています。
今後、ますます活躍のフィールドが広がり、賃貸住

宅業界の適正化を担う専門家として国からも期待され
ている「賃貸不動産経営管理士」資格。この機会に
是非、資格の取得を検討してはいかがでしょうか。
なお、11月17日に実施される令和元年度試験の
お申し込みは、8月16日～ 9月 26日までとなって
います。詳細については、賃貸不動産経営管理士協
議会ホームページ（https://www.chintaikanrishi.
jp/）よりご確認ください。

　相談所運営委員会（鶴田�誠二委員長）及び（公社）
全国宅地建物取引業保証協会福岡本部は、8月 7日
に福岡県不動産会館研修ホールにおいて、�新規不動
産相談員資格認定研修会を実施しました。不動産相

談員になるためには、今回の資格認定研修会を受講
して修了試験に合格すること、宅地建物取引士とし
ての実務経験が 5年以上であること等の要件を満た
したうえで、支部からの推薦を受け、理事会の承認
を得る必要があります。今回は各支部から 16名が
研修を受講しました。研修会では、保証協会の組織
及び事業内容の説明にはじまり、相談所にて消費者
からの相談を受ける際の流れやその対応、消費者か
ら頻繁に相談が寄せられる事案についての研修が実
施されました。研修受講後は修了試験が行われまし
た。試験の合格者には不動産相談員の候補である認
定資格者として、不動産相談員資格認定証が交付さ
れます。今後、認定資格者が支部からの推薦を受け、
理事会の承認を得た後に、不動産相談員として活躍
することとなります。

賃貸不動産経営管理士講習　開催（4問免除講習）

不動産相談員を目指して 新規不動産相談員資格認定研修会を実施

（一社）賃貸不動産経営管理士協議会��受付センター
TEL：04-7170-5520（平日 10:00 ～ 17:00）

＜お問い合わせ先＞
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本会では毎年、福岡県内で新規開業予定者の方や不
動産業に興味がある方を対象に ｢不動産開業支援セミ
ナー ｣を開催しております。
「現役不動産業者が語る実務事例」、｢宅建業免許取
得までの流れ ｣、｢法人・個人開業のメリットとデメリ
ット ｣、｢開業資金の作り方 ｣などの開業時に抱えるさ
まざまな不安や疑問を解消するためのセミナーです。
さらに現役不動産業者に直接相談できる個別相談会も
実施しますので不動産業界について更に知識を深めた

い方や、将来独
立開業を考えて
いる方などへ、
ぜひご紹介くだ
さい。

日時・会場
⃝福岡会場　　令和元年 10月 18日（金）13：00～
　福岡県不動産会館
⃝北九州会場　令和元年 11月　9日（土）13：00～
　小倉興産KMMビル

福岡市では，良好な景観形成や市民の安全確保を目
的として，福岡市屋外広告物条例を定めています。
条例では，歩行者や運転者の通行を妨げ注意散漫を

招くなど，交通安全上の支障になる等の理由から，電
柱や街路樹等への「はり紙」や「はり札」，「立看板」
等の広告物の掲出を禁止しています。
これまで，市の委託業者と市民ボランティアによる

年間約 1,500 回に及ぶ違反広告物の除却等の取組みを
継続してきた結果，除却数は減少傾向にありますが，
平成 30 年度も約 10,000 枚を除却しており，業種別
では闇金融を除くと不動産関係が突出して多いのが現
状です。
福岡市では，引き続き定期的な除却に取り組むとと

例）�信号機，道路標識，
歩道柵，街路樹，

　 電柱　等
※�一時的であっても掲
出できません

※別途県警へ通報した闇金融広告の違反18件

⃝久留米会場　令和元年 12月 14日（土）13：00～
　久留米商工会議所
⃝福岡会場　　令和 2年　1月 25日（土）13：00～
　福岡朝日ビル

プログラム
　第１部：不動産業界の今後と展望
　第２部：現役不動産業者が語る実務事例
　第３部：�宅建業免許取得までの流れ
　　　　　～宅建協会・保証協会とは～
　第４部：�不動産情報ネットふれんず・不動産会館会

員のメリット
　第５部：法人・個人開業のメリットとデメリット
　第６部：開業資金のつくり方
　第７部：新規開業ローンのご案内
　第８部：個別相談会（自由参加）
　　※�第７部の終了予定が 16 時、個別相談会の終了予

定時刻が 16 時 30 分です。

もに，違反を行った広告主に対して注意・指導を行い，
違反を繰り返す場合は罰則適用も視野に入れて県警と
協議を行うこととしております。（条例に違反した場合，
100万円以下の罰金が科される場合があります）
皆さま方におかれましては，条例で定められたルー

ルを守って適正に広告物を掲出していただきますよう
お願いいたします。

【参考1】 はり紙，はり札，立看板等を掲出してはいけない物件

【参考2】 平成30年度注意・指導件数

96

7 2 2 1 1 1

不動産 店舗 ＧＳ 催事 飲食店 神社 建設

不動産開業支援セミナーを開催します　参加無料！！
福岡での開業をサポート

福岡市住宅都市局都市景観室「違反広告物の根絶に御協力ください」

〒810-8620�福岡市中央区天神１丁目８番１号
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室
電話：０９２-７１１-４３９５

＜お問い合わせ先＞

〔申込方法〕
協会HPの不動産開業支援セミナーお申込みページより
必要事項をご入力ください。
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福岡西支部（鶴田誠二支部長）は 7月 24日、糸島市
の深江海岸海の家にて「福岡子供の家」の子どもたちを
招待し、夏休み恒例となった地引網大会を開催しました。
同支部の地引網大会は、公益事業の一環として毎年
実施しており、今年で 15 回目の開催となります。気
温 33 度の真夏日の中、息を弾ませながら力を合わせ
て元気いっぱいに網を引いていました。
網にはタイ、タコ、キスなど様々な魚介類がかかって

おり、子どもたちから大きな歓声が上がりました。また、
小さなサメもかかっており、低学年の子どもたちの中か

北九州支部（榎本敏己支部長）は、8月 11 日に北
九州芸術劇場大ホールにて『ジャズ・コレクション北
九州 2019』と題し、チャリティージャズコンサート
を開催しました。本コンサートは地域社会への貢献活
動の一環として開催され、榎本敏己支部長、加藤龍雄
会長のご挨拶から始まり、北九州支部名誉顧問である
北橋健治北九州市長が祝辞を述べられました。
コンサートは 2部構成となっており、第 1部では、
北九州市小倉を中心に活動するアマチュアビッグバン
ドのニューアベベオールスターズが In�The�Mood を
始め 7曲を演奏。
第 2部では、全国各地で活躍するジャズドラマーで
ある菅原高志さんを中心に結成された菅原高志トリ
オ、福岡地区を代表するヴォーカリストのMAYUMI

さん、九州を代表
するテナーサック
スプレイヤーの田
部俊彦さん、全国
で活躍する福岡出
身ジャズヴォーカ
リストの中野幸代

さん、独自の世界観で津軽三味線を奏でる安田勝竜さ
ん、そして日本ジャズ界の至宝とも名高い女性ヴォー
カリストのグレース・マーヤさんが出演されました。
当日は 1,000 名を超える多くの方々が来場し、会場が

満席になるほどの大盛況で、響きわたるジャズの音色と
歌声を楽しみました。

中央支部（三好孝一支部長）は、7月 25 日に福岡
県警察本部講堂にて、ニセ電話気づかせ隊推進委員会

小川洋委員長（福岡県知事）より、ニセ電話詐欺被害
防止に貢献したことが評価され、ニセ電話気づかせ隊
団体表彰を受けました。
「ニセ電話気づかせ隊」とは、平成 27 年度に発足し
て以降、ニセ電話詐欺の被害防止のための県民運動を
展開しており、現在 11,500 団体、351,000 人の方が県
内各地で気づかせ隊の活動に参加されています。
三好支部長は「今後も行政、警察と連携し、ニセ電
話詐欺根絶に向けて注力していきたい」と話していま
す。

らは悲鳴が上がる
場面も見受けられ
ました。
地引網の後は、
支部役員の方々
が朝早くから準備した⼿作りの料理や、獲れたての魚
のお刺身、バーベキューを堪能しました。
昼食後の、宝探しやスイカ割りも大いに盛り上がり、
子どもたちにとって、忘れられない夏の思い出となっ
たことでしょう。

北九州にジャズの音色が響きわたる　チャリティーコンサートを開催

電話でお金は全部詐欺！　中央支部が表彰状を受領

力を合わせて地引網　福岡西支部
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賃貸市場整備委員会（青山博秋委員長）は 6 月 16 日、
東京交通会館ダイヤモンドホール（東京都千代田区）
にて開催された「九州・山口・沖縄 IJU フェア」で、
移住・定住に関する相談ブースを出展しました。
本イベントは、九州周辺での暮らしに興味がある首

都圏の移住希望者を対象に、九州・山口・沖縄の各県
及び市町村等が、特定の地域だけでなくさまざまな地
域の持つ「九州ならではの暮らし」の魅力をアピール
する目的で開催されたものです。
会場は、4つの Lとして「Life（暮らし）、Learn（学

び）、Labor（しごと）、Leisure（楽しみ）」の 4大カテ
ゴリーのコーナーが設けられ、「移住希望者に PRした
い地域の特性は何か」を明確にして来場者がストレー
トにアプローチできるようレイアウトされていました。

また、当日は、先輩移住者によるトークセッション
や方言クイズ、食を通して九州の魅力を味わう特産品
の「つまみ食いタイム」など、来場者が九州を身近に
感じることのできるワークショップが開催され、九州
エリアの暮らしの魅力を具体的に伝え、移住を本格的
に考え始めてもらうきっかけとなるような企画が多数
用意されていました。福岡県の移住・定住に関する相
談ブースにもたくさん
の方に立ち寄っていた
だいたことで、福岡県
に興味をお持ちの方が
多くいることを肌で感
じることができたフェ
アとなりました。

にブース出展
九州・山口・沖縄IJUフェア
～あなたの くらす・はたらく・たのしむ がココにある～～あなたの くらす・はたらく・たのしむ がココにある～

警察より感謝状を受領警察より感謝状を受領山尾犯罪防止等活動担当理事

福岡県宅建協会の犯罪防止等活動担当理事である山尾英一氏は、永年にわた
り暴力団排除活動等を推進し多くの成果を上げ、警察に協力したことが認められ、
8月7日（水）に福岡県警察本部の髙木勇人本部長より感謝状を受領されました。
山尾氏は 3年前より犯罪防止等活動担当理事を務められ、県下すべての警
察署と各支部が「安全・安心まちづくりに関する協定」を締結することを推
進し、平成 28年度に福岡県警察本部と「DV・ストーカー被害者等への住宅
情報提供に関する協定」を締結するなど、福岡県民の安全・安心のために尽
力されています。
また、本会以外にも、早良警察署・行政・企業・住民の四者で構成されてい
る暴排組織の「早良・城南暴力団等排除推進協議会」の事務局長並びに西警
察署の「西福岡暴力団等排除推進協議会」の副会長としても活躍されています。

　4‐5 号でもお伝えいたしましたが、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。
　宅建協会のＨＰにＣＭを掲載いたしましたので、まだご覧になっていない
方は、ぜひ下記サイトからご確認ください！
　また、会員サイトには放映スケジュールも掲載しておりますので、こちら
もご確認ください。※放映時間等、変更になる可能性がございますので、予
めご了承ください。

宅建協会ＨＰ　ＣＭサイト
http://www.f-takken.com/kyoukai/cm2.html

宅建協会　会員専用サイト
https://www.f-takken.com/member/sound.html

（全会員共通のＩＤ・ＰＷが必要です）

新ＣＭを放映しています！ご覧いただけましたか？
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入 会 者 一 覧 表 期間 :��R01.06.01 ～ R01.07.31

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）19060 くらしつくる不動産 内田　美穂 福岡県福岡市東区香椎 6-3-9 092-776-4129 R1.6.18

博多支部 （01）19011 ㈱タツキ 野村　龍一郎 福岡県福岡市博多区比恵町 1-18-
516 092-409-0606 092-409-0608 R1.7.9

博多支部 （01）19019 パシフィック都市開発㈱ 長町　樹希 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-36-29�博多 IBセンタービル409 092-433-1308 092-433-1309 R1.6.11

博多支部 （01）19034 ㈱建商 田中　智之 福岡県福岡市博多区下川端町 1-3 092-262-8611 092-262-8612 R1.6.11

博多支部 （01）19050 紘彩コンサル 黒田　章 福岡県福岡市博多区三筑 1-2-21
ワンズビル空港南 402 092-501-6633 092-501-6633 R1.6.11

博多支部 （01）19055 ㈱クレアノリベルタ 田川　貴裕 福岡県福岡市博多区那珂 2-11-31 092-710-7315 092-710-7365 R1.6.11

博多支部 （01）19057 ㈱ SHI 齋藤　仁 福岡県福岡市博多区博多駅南
1-15-28　SHI ビル 092-260-9590 092-260-9532 R1.6.12

博多支部 （01）19059 トラストツリーインベストメント㈱ 木下　慎二 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-10-35-205 092-292-3153 092-292-3154 R1.6.12

博多支部 （01）19061 ㈱令和エステート 中原　主税 福岡県福岡市博多区豊 2-6-1 092-292-1422 092-292-1682 R1.6.24
博多支部 （01）19063 ㈱ユーライズ 堀内　康秀 福岡県福岡市博多区美野島 1-14-10 092-433-3200 092-433-3202 R1.6.24

博多支部 （01）19065 リクリエ・アセット㈱ 吉見　宝 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-33-11　朝日プラザ博多 1 092-409-4872 092-409-4873 R1.7.9

中央支部 （13） 3825 西王建設㈱天神支店 園田　啓太 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-1-
26-402 092-707-1731 092-707-1736 R1.6.12

中央支部 （02）17502 ㈱ ROOMIXプレミア天神店 酒井　孝則 福岡県福岡市中央区今泉 1-11-5-4
階 092-737-8466 092-737-8467 R1.7.9

中央支部 （01）18231 エイチキューブ㈱六本松店 坂田　和貴 福岡県福岡市中央区六本松 3-7-
14-3F 092-406-9396 092-406-9359 R1.6.11

中央支部 （01）18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡唐人店 小玉　哲也 福岡県福岡市中央区唐人町 1-6-17
SUBWAY唐人町 1F103 092-737-2370 092-737-2373 R1.7.9

中央支部 （01）19048 Nプラスコンサルティング㈱ 中野　秀作 福岡県福岡市中央区赤坂 3-12-7 092-707-1168 092-707-1168 R1.6.11

中央支部 （01）19064 警固不動産㈱ 谷口　武司 福岡県福岡市中央区警固 1-4-21-
1F 092-716-3324 092-716-3325 R1.6.26

中央支部 （01）19072 田川建設㈱ 山下　直樹 福岡県福岡市中央区草香江 2-7-1 092-406-6376 092-715-7273 R1.7.9

中央支部 （01）19075 ㈱ REG不動産 王丸　三大 福岡県福岡市中央区荒戸 1-3-20
メゾンアクア 4B 092-761-5370 092-761-5371 R1.7.12

中央支部 （01）19076 ㈱ Plain 平野　淳 福岡県福岡市中央区大名 2-9-29-
611 092-406-8817 092-406-8837 R1.7.12

中央支部 （01）19093 ㈱ヤマシタ・コーポレーション 山下　恭子 福岡県福岡市中央区鳥飼 3-12-2-
101 092-791-9220 092-791-9221 R1.7.29

南部支部 （02）16882 ㈱ PLA　NET賃貸住宅サービス大橋店 福井　英郎 福岡県福岡市南区大橋 4-13-6 092-559-4146 R1.7.9

南部支部 （01）19056 ㈱大壱不動産 三戸　李恵 福岡県福岡市南区三宅 1-15-15 092-511-8639 092-511-8639 R1.6.12
南部支部 （01）19062 ㈱ハウスメディエイト 藤　義雄 福岡県福岡市南区三宅 1-5-20-401 092-408-2670 092-408-2671 R1.6.24
南部支部 （01）19066 ㈱弘栄 平河　弘信 福岡県福岡市南区若久 1-34-24 092-710-3865 092-710-3866 R1.6.27

筑紫支部 （01）19016 ㈲緒方建設 緒方　ヨシヱ 福岡県筑紫野市二日市北 7-9-20
オガタコーポ 1F 092-923-4463 092-923-4474 R1.6.11

福岡西支部 （03）
大臣 7585 興永産業㈱ 津田　光博 福岡県福岡市城南区荒江 1-28-18 092-407-1811 092-407-1816 R1.7.9

福岡西支部 （04）14330 ㈱サン・プラザホーム糸島支店 福本　明 福岡県糸島市前原西 1-15-30 092-321-3151 092-321-3152 R1.7.9

福岡西支部 （01）17731 ㈱グリーンルームアパマンショップ福大前店 岩坪　壮 福岡県福岡市城南区七隈 4-11-11-
101 092-874-0335 092-874-0336 R1.7.9

福岡西支部 （01）19001 ㈱アンクール 李　騫 福岡県福岡市早良区百道浜 4-10-1 092-836-8832 092-409-3199 R1.6.11
福岡西支部 （01）19022 ㈱トータルケア不動産 楠　雅光 福岡県福岡市早良区西新6-10-28-1 092-852-4710 092-852-4711 R1.6.11

福岡西支部 （01）19058 パル不動産システム 友岡　孝康 福岡県福岡市城南区樋井川 6-8-4-
103 092-865-2055 092-865-2056 R1.6.12

福岡西支部 （01）19071 ㈱令和不動産 坂本　公司 福岡県福岡市早良区藤崎 1-1-46 092-833-5535 092-851-5533 R1.7.9

北九州支部 （01）19068 ㈲ KRコーポレーション 星野　理津子 福岡県北九州市八幡西区大平 2-5-
20 093-613-8018 093-613-8019 R1.7.4

北九州支部 （01）19069 ㈲翔鷹技建 羽矢　文人 福岡県北九州市八幡西区則松東
1-10-10 093-693-9457 093-693-9803 R1.7.4

久留米支部 （01）18980 ㈱今村隆次商店 今村　省太郎 福岡県久留米市城島町城島 32-5 0942-62-3108 0942-62-5401 R1.6.11
久留米支部 （01）19089 ㈲ロータスホーム 篠原　一美 福岡県久留米市梅満町 1167-3 0942-38-5005 0942-38-5055 R1.7.26
県南支部 （01）19043 田川不動産 田川　浩二 福岡県大牟田市白金町 83-101 0944-54-3622 0944-54-3622 R1.6.11

県南支部 （01）19080 不動産の杜 稗田　亮 福岡県筑後市大字山ノ井 1093-
202 0942-52-9468 0942-52-9468 R1.7.19

県南支部 （01）19087 ホーエーエステート㈱ 待鳥　景子 福岡県柳川市三橋町高畑 210-2 0944-73-6715 0944-88-8178 R1.7.24

筑豊支部 （01）19054 手島不動産 手島　順也 福岡県田川郡香春町大字中津原
1361-1 050-8880-1874 050-8880-1874 R1.6.10

退 会 者 一 覧 表 期間 :��R01.06.01 ～ R01.07.31

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 （03）

大臣 7558 ㈱ハウスメイトショップ九産大前店 宮﨑　優 福岡県福岡市東区松香台 2-1-25 092-682-6200 R1.6.14

東部支部 （03）16355 ㈲エモーショナルデザイン 藤原　嗣泰 福岡県宗像市東郷 128-12 0940-36-9953 R1.7.2

博多支部 （04）
大臣 6040 JR 九州住宅㈱不動産売買センター 中川　正 福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-27 092-643-9552 R1.6.24

博多支部 （04）
大臣 6333 ㈱川﨑ハウジング九州福岡支店 高山　太蔵 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-20-15

（第 7岡部ビル 5階 D号室） 092-432-5311 R1.7.8
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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
博多支部 （03）

大臣 7247 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション　博多駅前店 遠藤　弘昭 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-5-4F 092-451-5916 R1.6.3

博多支部 （02）
大臣 7990 リーディング㈱博多事務所 松本　朋治 福岡県福岡市博多区西月隈 3-21-46 092-292-1133 R1.6.12

博多支部 （01）
大臣 9311 三和エステート㈱ブレインズ博多店 山路　啓介 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-10　

TKビル 1F 092-437-5200 R1.6.24

博多支部 （04）14060 K ラック 野田　和男 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-3-603 092-434-6776 R1.7.29
博多支部 （03）15132 三和アセットパートナーズ㈱ 石井　和俊 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-6-9 092-481-8582 R1.6.24

博多支部 （02）17089 ㈲九州マテリ 松尾　榮一 福岡県福岡市博多区比恵町 2-1
（博多エステートビル 306号） 092-432-4788 R1.7.9

博多支部 （01）17702 ㈱ GOLFLOVE 趙　鏞三 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-1-33
はかた近代ビル 7F 092-432-8536 R1.7.16

博多支部 （01）18110 ㈱えんコーポレーション　博多店 松田　翔吾 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-30-1
タイセイビル 2階 092-260-1081 R1.7.1

博多支部 （01）18116 白鳥都市開発機構㈱ 山田　昭雄 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-19-510 092-483-3258 R1.7.19

中央支部 （14）
大臣 595 ㈱メトロポリスアーバンネット福岡営業所 永田　哲哉 福岡県福岡市中央区大名 1-12-61-401

（新天ビル） 092-732-1270 R1.7.29

中央支部 （02）
大臣 8432 ㈱明和不動産赤坂支店 青山　裕史 福岡県福岡市中央区大名 2-4-19 092-791-4500 R1.6.26

中央支部 （01）
大臣 8480 ㈱フルハウス 黒岩　義博 福岡県福岡市中央区天神 4-5-10-505 092-737-3737 R1.7.19

中央支部 （02）
大臣 8569 ㈱ Good リアルエステート福岡事業所 太田　香 福岡県福岡市中央区大名 1-14-45

Qiz�TENJIN8 階 092-739-0555 R1.6.26

中央支部 （08） 9751 ㈱オオウラ 大浦　芳裕 福岡県福岡市中央区西中洲 1-13 092-751-6555 R1.7.19

中央支部 （05）13746 ㈲アルカディア・コーポレーション 山田　高士 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-8-10
ライオンズマンション舞鶴第 2-106 092-722-2888 R1.7.29

中央支部 （03）15890 ㈱キャピタル・クリエイションズ 篠田　正浩 福岡県福岡市中央区天神 1-13-2 092-732-3470 R1.6.26

中央支部 （02）16537 ㈱ NEAR 髙木　和也 福岡県福岡市中央区舞鶴 2-1-8 092-737-1837 R1.7.19

中央支部 （01）17497 ㈱ RE　DESIGN 山下　純一 福岡県福岡市中央区赤坂 1-5-5
日商岩井赤坂マンション104号 092-406-5900 R1.7.19

中央支部 （01）17683 ㈱グラヴィス 田原　尚 福岡県福岡市中央区赤坂 3-4-6-401 号
（大濠藤和コープ） 092-406-9608 R1.6.26

南部支部 （01）
大臣 9311 三和エステート㈱ブレインズ大橋店 井上　誠司 福岡県福岡市南区大橋 1-7-12

森藤第一ビル1F 092-554-2221 R1.7.29

南部支部 （08）10767 ㈲モリヤ住建 守谷　宏史 福岡県福岡市南区井尻 5-2-1 092-574-7800 R1.6.10
南部支部 （07）12123 ㈱エルフ・プランニング 北村　郁子 福岡県福岡市南区大橋 2-3-16 092-561-7343 R1.7.29
南部支部 （06）12658 福岡ハウジングセンター 大内　良子 福岡県福岡市南区的場 2-7-2 092-558-5983 R1.7.19
南部支部 （04）14600 ㈱シャトー 岩倉　久徳 福岡県福岡市南区向野 2-15-10 092-562-5834 R1.7.19

南部支部 （01）18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡井尻店 小玉　哲也 福岡県福岡市南区井尻 1-40-10
野上ビル2階 092-588-6560 R1.7.29

筑紫支部 （03）
大臣 7247 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション　春日原店 陶山　省一郎 福岡県春日市春日原北町 3-49-2 092-573-7001 R1.7.22

筑紫支部 （02）
大臣 8432 ㈱明和不動産春日原支店 志岐　啓太郎 福岡県春日市春日原北町 3-28 092-710-0990 R1.6.21

筑紫支部 （07）11287 ㈱井原リアールエステート 井原　正章 福岡県大野城市若草 2-28-12 092-595-1696 R1.7.19
筑紫支部 （03）14993 千代田エステート㈱ 森松　光毅 福岡県那珂川市王塚台 1-97 番地 092-555-4357 R1.7.19

筑紫支部 （01）18263 ㈱アパマンショップリーシング福岡二日市駅前店 水津　太一 福岡県筑紫野市二日市北 2-4-5
アイビスミニビル1階 092-918-3360 R1.7.5

福岡西支部 （11） 6450 福興開発 福田　與四郎 福岡県福岡市西区野方 1-17-28 092-811-7115 R1.6.14
福岡西支部 （10） 7616 東邦不動産㈱ 合原　春樹 福岡県福岡市早良区飯倉 5-20-4（102） 092-834-2818 R1.7.19
福岡西支部 （03）15643 ㈱アールツー 内田　和文 福岡県福岡市早良区西新 4-8-31 青柳ビル2階 092-846-8440 R1.7.19
福岡西支部 （03）15735 山吉不動産 吉續　久 福岡県福岡市城南区別府 3-17-4 092-831-1107 R1.7.19
福岡西支部 （02）16904 ㈱オフィス・トモイケ 友池　孝志 福岡県糸島市前原南 1-7-27 092-334-8855 R1.7.19
福岡西支部 （02）17137 ㈱ジェイネット 吉田　登志夫 福岡県福岡市城南区樋井川 5-36-36 092-710-2688 R1.6.6
北九州支部 （04）14645 ㈲モトダ 元田　由美子 福岡県北九州市八幡東区中畑 1-3-31 093-651-2575 R1.6.10
北九州支部 （02）16621 三洋ペイント㈱ 松下　俊一 福岡県北九州市八幡西区穴生 2-3-30 093-622-3430 R1.7.5
北九州支部 （01）18822 ㈱不動産パレット 髙木　昇 福岡県北九州市小倉北区田町 12-14 093-967-7841 R1.6.3
久留米支部 （13） 3483 藤吉不動産 藤吉　曻 福岡県久留米市高良内町 790-5 0942-44-1804 R1.7.19
久留米支部 （06）12589 興洋不動産 平　茂 福岡県久留米市田主丸町田主丸 300-1 0943-72-2310 R1.7.8
筑豊支部 （14） 2177 浅原ホームセンター 浅原　皓介 福岡県飯塚市本町 5-20 0948-22-2417 R1.7.3

　2020 年 4 月より民法が改正され、不動産取引

に係る内容も大きく変わる予定となっております。

それに伴い、宅建協会では会員に 1 冊ずつ「宅建

業者のための民法改正と不動産取引」を配布する

ことといたしました。施行まで 1 年を切った民法

改正に向けての勉強等にご活用ください。

また、販売につきましては（株）福岡県不動産会

館にて、1 冊 700 円（税抜）でお買い求めいただ

けます。お問合わせは、不動産会館商品販売コー

ナーまで。 ＴＥＬ ０９２−６３１−３３４０

「宅建業者のための民法改正と不動産取引」の封入について
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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。（11 月～ 1 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H�32（R２）年�4�月 11/19（火）・11/20（水）アクロス福岡、11/15（金）小倉興産KMMビル Ｒ元年�9�月上旬

H�32（R２）年�5�月 12/12（木）・12/13（金）アクロス福岡、12/24（火）小倉興産KMMビル Ｒ元年10月上旬

H�32（R２）年�6�月 1/21（火）・1/22（水）アクロス福岡、1/17（金）小倉興産KMMビル Ｒ元年11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

検 索不動産キャリアパーソン  で　

資格登録証

不動産取引実務の基礎知識修得を目
的とした通信教育資格講座です。

宅建業従業者、経営者、宅建取引士、
消費者問わず、不動産取引に関わる
すべての方に最適です。ご自身の知識
や実務の再確認として、さらに会社の
従業者研修としても利用されています。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
くわしくはWebで　http://www.zentaku.or.jp/training/career/

めざせ！不動産
キャリアパーソン

取引実務の基礎を網羅［ 不動産キャリア ］サポート研修制度

®

不動産取引の「実務」を基礎から学べる！
従業者教育のツールとしても最適！
宅建アソシエイトや宅建士への

ステップアップをめざすあなたにも！

イメージキャラクター
佐藤まり江 さん

テキスト
+Webで
いつでも
学習

不動産キャリアパーソン®とは

頑張るあな
たを

応援します
！

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

１　日時・会場

２　内　容

日　時
10月 2日（水）
13：30～16：30
10月 3日（木）
13：30～16：30

のがみプレジデントホテル
（飯塚市新立岩12-37）

アクロス福岡 シンフォニーホール
（福岡市中央区天神1-1-1）

筑豊地区

北九州地区

福岡地区

会　　場

県南地区

北九州国際会議場
（北九州市小倉北区浅野3-9-30）

サザンクス筑後
（筑後市大字若葉1104）

10月10日（木）
13：30～16：30
10月11日（金）
13：30～16：30

（1）あいさつ
（2）行政連絡事項
（3）人権研修
（4）「民法改正で宅地建物取引のココが変わる！
　　　　　　　～宅建業者が知っておきたいポイント～」
　　弁護士　髙川  佳子 氏

業者講習会のお知らせ 福岡県不動産会館１階に
身障者優先スペースを設置

福岡県より本年免許取消処分がなされた。

処分年月日　　令和元年 7月 2日
商 　 号　　　株式会社　ハッピーホーム
代 表 者　　　竹末　一幸
事務所所在地　福岡市早良区次郎丸 2-10-2
免許番号　　　福岡県知事（2）第 16711 号

免許取消業者のお知らせ

表紙について
【長住まつり　ジャンボ鯉のぼりくぐり】
　子どもたちに楽しい思い出づくりを！と始まった長住まつ
りは 43 回目になりました。
　商店街道路を歩行者天国とし、子供神輿や園児パレードな
ど子供からお年寄りまで楽しく元気になる多彩な催しを行っ
ています。
　その中でも毎年恒例の大分県玖珠町ジャンボ鯉のぼりは全
長 60m と大迫力！その中をくぐり抜けていきます。
（撮影とコメント：南部支部　シノクマ地建　津間本��耕洋�氏）

（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）様が多数おられます。そこで、退
会株主リスト（2019 年 5 月末現在）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
いただきますようよろしくお願いいたします。

（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）

は、この度、身障者のための優先駐車スペ

ースを設置いたしました。それに併せ、

隣接する裏口通路に関しましてもスロー

プに改修し、車椅子の方などが通行しや

すくなりました。会員の皆様のご理解及

びご協力をよろしくお願い申し上げま

す。

本誌掲載内容に関し、無断転載及び複写による不特定多数への頒布等による使用は固く禁じます。
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主催 セミナー

宅建業者のための 隣地・隣人
トラブル対応実務のポイント

■講義内容 ※都合により、講義内容・講師などが変更になることがありますので、予めご了承ください。

福岡県弁護士会事務局長、紛争解決センター運営委員会委員長、福岡県土地家屋調査士会「境界問題解決センターふくおか」副センター
長等を歴任。不動産、建設等幅広い分野で、企業法務を中心に一般民事事件を専門に活動している。

■日時：2019年12月5日㈭  13：30～16：30（
■会場：福岡朝日ビル 地下１階13・14号会議室（福岡市博多区博多駅前2-1-1）
■講師：植松 功 氏（弁護士）
 

第１ 通行を巡るトラブル
　１ 袋地（囲繞地）通行権
　　⑴発生要件、成立要件
　　⑵通行できる者は？
　　⑶自動車通行は当然にできる？
　　⑷いつ消滅する？
　　⑸償金とは？
　２ 通行地役権
　　⑴通行地役権とは、どのようなものか？
　　⑵どのようにして取得するか？
　　⑶第三者にも主張できるのか？
　　⑷どうなると消滅するのか？
第２ 隣地使用を巡るトラブル
　１ 隣地使用権
　　⑴民法209条の隣地使用権とは？
　　⑵どのような場合に認められるのか？
　　⑶償金請求権
　２ 境界付近の土地の利用
　　⑴境界付近の建築

　　　ア. ５０㎝ルール（民法２３４条）
　　　イ. 建築基準法６５条との関係
　　　ウ. 違反したらどうなる？
　　　エ. 隣地所有者が同意したときは？
　　　オ. 慣習、権利濫用の可能性は？
　　⑵境界標の設置
　　　ア. 民法のルール（２２３条、２２４条、２２９条）
　　　イ. 隣地所有者に設置の要求はできるか？
　　⑶プライバシー確保
　　　ア. 囲障の設置（民法２２５条）
　　　イ. 目隠しの設置（民法２３５条）
　　　ウ. 損害賠償請求（人格的利益の侵害）
　　⑷越境した樹木など民法のルール（民法２３３条）
第３ 水流を巡るトラブル
　１ 自然的排水についてのルール
　２ 人工的排水についてのルール
第４ 日照、騒音を巡るトラブル
　１ 日照
　　⑴日照権とは？

　　⑵どこからが違法？受忍限度とは？
　　⑶解決のための制度は？
　２ 騒音
　　⑴騒音に対する規制　⑵違法性の判断は？
第５ 境界紛争
　１ 二つある境界概念の理解
　２ 境界認定の判断材料
　　⑴図面の種類を知っておこう　⑵境界標
　　⑶境界標識　⑷占有状況
　　⑸古文書や古老の供述　⑹公簿面積との比較
　３ 解決方法
　　⑴筆界
　　　ア. 筆界を合意しても無効！？
　　　イ. 筆界特定制度の概要
　　　ウ. 境界確定訴訟の概要
　　⑵所有権界
　　　ア. 当事者による協議　イ. 調停、ＡＤＲ
　　　ウ. 所有権確認訴訟
　　⑶官民境界について

　

■受講料（税込）：①一般／18,000円　②福岡宅建協会会員／12,000円
●お申込み方法：下記フォームにご記入の上、この用紙ごと㈱福岡県不動産会館までFAXしてください。
ご入金確認後、受講票を郵送いたしますので、お振込はなるべく早めにお願いいたします。
（振込手数料は貴社にてご負担願います）尚、一旦納金しました受講料は、払い戻しいたしませんので予めご了承ください。
●受講料振込先：（口座名／株式会社住宅新報）　◯りそな銀行 虎ノ門支店 普通 0139560

【個人情報の取り扱いについて】 お申込みいただいた個人情報をもとに今後、当社のセミナー・書籍・講習会などのご案内などを送付させていただくことがあります。　　　　　　　　　　　　　　　また、当該個人情報は厳正な管理下で安全に保管し、事前のご承諾なしに第三者に提供することはありません。

12／5  隣地・隣人トラブル対応実務のポイント 受講申込書（福岡宅建協会会員）

お申し込み先  ㈱福岡県不動産会館 FAX.０９２-６３１-０３８０ （TEL.０９２-６３１-３３３３）
お問合せ先  ㈱住 宅 新 報  TEL.０６-６２０２-８５４１  〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13 平野八千代ビル

貴社名

ご住所　
〒　　　　　　-

 部署・受講者名

TEL　　　　　 -　　　　　 -                       ＦＡＸ　　　　　 -　　　　　 -                  請 求 書 　  要 ・ 不要 
○をつけてください

●福岡県宅建協会会員の皆様へ●
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