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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 10 月には消費税が 8％から 10％に引き
上げられましたが、政府は増税後の影響が注目される
個人消費は「持ち直している」と見ています。今回の
増税では、軽減税率やキャッシュレス支払いへのポイ
ント還元などが功を奏し、増税の影響は収まりつつあ
るとの見方を示しています。
不動産業界動向に目を向けますと、土地取引の指標
となる基準地価は、全用途平均では＋ 0.4％、2 年連
続でプラスとなり上昇基調が強まっています。福岡を
含む地方 4市に限りますと、住宅地は＋ 4.9％、商業
地は＋ 10.3％となっており、特に地方大都市の地価上
昇に勢いが増している結果となりました。福岡市の「天
神ビッグバン」、「博多コネクティッド」といった大規
模な再開発や北九州市で議論が進んでいます「IR（カ
ジノを含む統合型リゾート施設）誘致」など今後ます
ますの地方活性化に期待が膨らみます。
また、本年は東京オリンピックが開催され、多くの
海外観光客の来日が予想されます。特に中国や韓国と
いったアジア大陸側から訪れる観光客は福岡空港を経
由する事も多く、九州エリアにも一定数の経済効果が
見込めそうです。空き部屋を活用した民泊事業などビ
ジネスチャンスも見込めるでしょう。
宅建業界の目玉としましては、本年 4月に施行され
ます改正民法（債権法）があげられます。本会は、こ

の改正民法の施行にあわせて、昨年から本・支部にお
きまして研修会を開催し会員の皆様への周知を図ると
ともに、賃貸借契約書など関連書式の改訂作業や説明
会を重ねて参りました。
さて、本会としましては、そのほかにも公益社団法
人として消費者から信頼される団体を目指し、公益目
的事業の 3本柱である「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。
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、BtoB（業者間）サイ
トをリニューアルし、利用する端末に対応した適切な
画面が表示される機能（レスポンシブデザイン）のほ
か、検索機能の操作性を向上させました。また、借り
上げ期間満了を迎えた平成 29 年の九州北部豪雨被災
者向けに「住まいの再建応援」特集を設置し、生活再
建支援に協力しました。さらに、本年は本会の一般公
開サイトのリニューアルや会員様個別に交付しており
ますQRコードをスマホ等の画面に表示させることが
できるようにするなどの改修に着手します。この改修
とあわせて、本会の会員様向けサイト上で、宅建業免
許の更新時期など会員様の個別情報を確認できるよう
になります。
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、不動産取引知識の習得を図る目的で、全国宅地建
物取引業協会連合会が実施する認定資格事業「不動産

令和新時代！　更なる公益事業の
推進と会員サービスの向上を
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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。
さて、本県の経済は、海外経済減速の影響がみられ
るものの、基調としては緩やかに拡大しており、新築
住宅着工数に関しても持ち直しの動きがみられるとこ
ろです。
本県では、災害からの復旧・復興について、一日も
早い実現をめざしさまざまな施策に取り組んでおりま
す。貴協会におかれましては、みなし仮設住宅として
の民間賃貸住宅の確保や、不動産情報ネット「ふれん
ず」内に特設コーナーとして「住まいの再建応援コー
ナー」を開設していただきました。更には、仮設住宅
などから民間賃貸住宅へ移る場合の仲介手数料を貴協
会でご負担いただくといった、温かいご支援をいただ
きました。県といたしましても大変感謝いたしており
ます。
昨年国土交通省は、「不動産業ビジョン 2030 ～令和
時代の『不動産最適活用』に向けて～」を策定しまし

た。その中で不動産業に期待される将来像を、「豊か
な住生活を支える産業」、「我が国の持続的成長を支え
る産業」、「人々の交流の「場」を支える産業」と位置
付け、実現のための官民共通の目標として、「ストッ
ク型社会の実現」、「安全・安心な不動産取引の実現」、
「多様なライフスタイル・地方創生の実現」、「エリア
価値の向上」、「新たな需要の創造」、「すべての人が安
心して暮らせる住まいの確保」「不動産教育・研究の
充実」の七つを掲げています。そして、官民一体とな
った取り組みの推進が不可欠であるとしています。
貴協会におかれては、先に述べました災害時におけ
る協力のほかにも、空き家対策についても、同サイト
内に「福岡県空き家バンク」のサイトを開設していた
だいております。空き家は、防災、衛生、景観等、地
域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。今後も、
貴協会のご協力をいただきながら、老朽空き家の発生
の抑制や、中古住宅市場の活性化を図ってまいりたい
と思います。
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。

キャリアパーソン」の取得普及活動に取り組みました。
また、会員実態調査や違反屋外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。
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
遣をはじめ、本年 2月には県下 6か所において不動産
移動無料相談会を実施する予定であるなど消費者保護
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（責任者講習会）」
の実施により安全で安心できる住環境の提供に努めま

した。さらに、福岡県に加え、法改正に伴い新たに救
助実施市に指定された福岡市、北九州市との四者によ
る「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」
を締結したことにより、災害時における迅速な住宅提
供が期待できます。また、ふれんずの PR活動を目的
とした「よか街福岡」や本年 1月に実施予定の「消費
者セミナー」などの地域貢献事業を展開しております。
最後に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、年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

新しい時代に、協力して豊かな
住生活の実現を
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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。
その中でも昨年、大きな転機となったのが保険関連
事業になります。これまで総代理店制度を行ってきた
「AIG 損害保険（以下「AIG」）」より不動産業界での
事業を撤退する意向を昨年の 7月に当社へ示されまし
た。当社はそれ以前よりAIG の 1 社で保険事業が今
後も安定して維持できるかどうかを検討し、他の保険
会社に提携する意向があるかどうかを打診してきまし
た。その結果、「あいおいニッセイ同和損害保険（以
下「あいおい」）」との提携を行い、レンタキャプティ
ブ事業も継続できることとなりました。これまで同様
に、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すことと
いたしました。
また、それに加えて、あいおいの保険代理店を選ば
なかった株主会員への保険サービス提供を行うために
「宅建ファミリー共済」と提携を行い、少額短期保険
が利用できるようにしており、他の少額短期保険会社
の選定も検討しております。
流通事業については昨年 5月より、今後に備える意
味でシステム構築を見直し、今後の機能増にも対応で
きるサーバーの導入を行い、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てお
ります。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。
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。
会館管理事業においては不動産会館の建物は昭和
63 年に建てられ、30 年を経過し、建物の保全のため
の対応を必要に応じて行っております。
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 6年目を迎えた「㈱ふれんず宅建保
証」事業ですが、会員数は 1,500 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。

株式会社　福岡県不動産会館

代表取締役　榎 本  敏 己

大きな転機を迎え、株主の皆様に
充実した業務サポートを提供
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今回は不動産賃貸業の改正点、特に「不可抗力で
物件が一部使用できない場合の賃料当然減額」・「貸
借人の修繕する権利」についてクローズアップして
注意事項を確認していきたいと思います。

〇賃料の当然減額

① 請求減額から当然減額へ
これまで賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅
失した場合、滅失した部分は賃借人が減額請求をするこ
とによって賃料減額が生じるとして、危険負担の例外と
しての特則を定めたことになっていました。しかし、改
正民法では、賃借物の一部が滅失した場合は、賃料の減
額請求ではなく、一部の滅失した部分については、賃料
は当然減額となる旨が定められました。当然減額という
ことは、一部滅失した部分は賃料が不発生になるという
ことです。また、改正民法は、貸借物の一部が滅失して
いない場合であっても、その一部の使用収益ができなく
なった場合、その部分に対する賃料は当然減額であると
の規定を設けています。

② 実務への影響
このような当然減額の規定が実務上も妥当か否かは、
議論が分かれるところです。
例えば、滅失部分の価値の判断には様々な要素を考慮
する必要があり、滅失部分が、具体的にどの程度賃料を
減額させるのかは直ちに明らかになるとは限りません。
（法文上は「その部分の割合」に応じて減額されるものと
する、と規定されています。）
トラブル防止のためには、賃貸借契約において、「使用
収益をすることができなくなった場合」に該当する事例
を想定し、それぞれにいくら減額をするのかを、あらか
じめ合意しておくことが有効だと考えられます。減額金
額については、それぞれの事例により、例えば風呂釜の
故障の場合は 1日当たり月額賃料の〇％を減額、エアコ
ンの故障の場合は 1日当たり月額賃料の〇％を減額とい
うように定めておくことが考えられます。

③ 立証責任及び特約条項
帰責事由の立証責任については、賃借人に負わせると
いう現状から変更ありません。賃貸人からみれば、賃借
物の一部が滅失した場合であれば、滅失がいつから生じ
たかは比較的明らかですが、滅失以外の事由で一部が使
用収益できなくなったのがいつかは、賃貸人が把握する
ことが困難です。そこで、本会の書式では、条文で、「賃
借物の一部が使用できなくなった場合の賃借人の通知義
務」について定めています。

【建物賃貸借契約書（住居用）抜粋】

　（届出事項）
第 �15 条　乙又は連帯保証人は、次のいずれかに該当する

ときには、直ちにその旨を、甲に書面によって届出な
ければならない。

　　　　　　　　～
⑤　建物及び設備が破損又はその恐れが生じたとき。

　（入居中の修繕）
第 �16 条　甲は、下記に掲げる修繕を除き、乙が本物件を
使用するために必要な修繕を行わなければならない。
この場合において、乙の故意又は過失により必要とな
った修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。

　　　　　　　　～
３�　乙は、要修繕箇所を発見したときは、速やかに甲に
通知しなければならない。

〇賃借人の修繕する権利

① 賃借人の修繕権の明文化
賃貸人が修繕義務を負うことは現行法でも明記されて
いますが、賃借人が「修繕しても良い」とは書かれてお
らず、賃借人が「必要費を支出したときは、賃貸人に対し、
償還請求ができる」と記されているにすぎません。
改正民法では、「賃借人に賃借物を自ら修繕することが
できる」旨の規定を設けました。「修繕をすることができ
る」とは、賃借人に賃借物の修繕権がある、ということ
を意味するものです。

② 賃借人の責任で修繕が必要になった場合
賃借人の責任で、賃借物、例えば、賃貸人所有の備品
を破損した場合など、修繕箇所が生じた場合も、「修繕が
必要である」といえるので、修繕可能となります。その
場合には、賃借人から必要費の償還請求はできず、場合
によっては賃貸人からの損害賠償請求が問題になるかも
しれません。
賃借人の落ち度で物件に損害が生じた場合、賃貸人は、
賃借人に対して損害賠償請求権を有し、その消滅時効は、
賃貸人が物件の返還を受けたときから 1年を経過するま
での間は、完成が猶予されます。（改正民法第600条第2項）

③ 明渡請求との関係
従来より、老朽化した賃貸借物件等で安全性等を理由
に賃貸人が退去を要求した場合、退去を要求する正当事
由と賃貸人の修繕義務との関係が問題になっていました
が、修繕権が明文化されたことにより、賃借人は、賃貸
人に修繕を要求し、賃貸人が応じない場合は、賃借人が
耐震等の工事をしたうえで、必要費（民法第 608 条第 1項）
として工事代を請求し、かつ、明渡しの正当事由を争う
場面が増加すると思われます。
一方、賃貸人は、「必要な修繕」にあたらない旨を主張
して、賃借人に対し、不必要なことを勝手に行ったとし
て損害賠償を請求することが考えられます。
このような紛争の複雑化防止のため、賃貸借契約書に
て特約の検討も必要と思われます。

民法改正と宅建業に与える影響について 賃貸編②
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住環境整備委員会（秋山伸也委員長）は、令和

元年 10 月 31 日に不動産会館研修ホールにて「令

和元年度不当要求防止責任者講習」を開催しました。

不当要求防止責任者講習とは、都道府県警察および
都道府県暴力追放運動推進センターが実施する暴力団
対策法に基づく不当要求に対する対処方法等に関する
講習会のことですが、住環境整備委員会では毎年、福
岡県警察および（公財）福岡県暴力追放運動推進セン
ターの協力のもと会員を対象に本講習を開催してお
り、今年は 66 名が受講されました。
講習では、暴力団犯罪の現況に関する講話やビデオ
映写のほか、民暴弁護士による不当要求の実例とその

人権推進委員会（藤原一行委員長）は、令和元

年 11 月 14 日に不動産会館研修ホールにて

「今！宅建業者が学ぶべき人権セミナー」を開催

しました。

本セミナーは会員を対象として平成 29 年度より実
施しているもので、3回目の実施となった今回は「時
事問題と人権」と「高齢化等に伴うリスク対応につい
て」の 2本立てで開催しました。
まず、第 1部では「ババちゃんのジジ放談～ 2019
年を振り返る～」と題し、ジャーナリストの馬場周一

郎氏に、時事問
題と人権につい
て講演いただき
ました。元西日
本新聞総理官邸
担当記者の経歴
を持つ馬場氏
は、最近の時事

対策について講義
がなされ、受講者
は熱心にメモをと
っていました。
3 時間に及ぶ講
習の最後には、福
岡県警察から受講
者に受講修了書とステッカーが配布され、閉会となり
ました。
なお、不当要求防止責任者講習は受講から約 2年ご
とに更新講習が実施されます。受講者におかれまして
は、福岡県警察より更新のご案内が届きましたら、そ
ちらも受講ください。

問題とそれに関連する人権問題や、現政権による人権
3法成立、少子高齢化による人権問題や空き家問題と
の関わりについて解説され、会場では時折笑いが起こ
りつつも、タイムリーな話題の講演に、参加者は熱心
に耳を傾けていました。
続く第 2部では「信託ならできる！～あなただけの
売買管理～」と題して、特定行政書士の松尾陽子氏を
講師に、不動産等財産に対する信託活用法について講
演いただきました。「信託を使いこなして他社との差
別化を図ってほしい」と話す松尾氏は、信託とは何か
という説明から、信託を使うメリットやよくある事例、
信託によるリスク対策法まで、幅広く紹介されました。
講演後の質疑応答では、実例に基づく質問やお客様へ
の提案方法など実務的な質問が飛び交いました。
参加者からは「非常に参考になった」「素晴らしい
お話しが聞けた」などの感想が寄せられました。今後
も同委員会では人権問題啓発のため、様々な活動に取
り組んでいきます。

66名の新規不当要求防止責任者が受講しました

不当要求防止責任者講習を開催不当要求防止責任者講習を開催

「時事問題と人権」「高齢化等リスク対応策」を解説！

宅建業者が学ぶべき
　　人権セミナーを開催
宅建業者が学ぶべき
　　人権セミナーを開催今！
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総務委員会（諸隈達也委員長）は令和元年 12 月 4
日に北九州市小倉のランドマークであるリーガロイヤ
ルホテル小倉の最上階「リーガトップ」にて「カップ
リングパーティー」を開催しました。

本事業は後継者問題及び少子化対策活動の一環とし
て、毎年開催しており、今年度は第 1弾の福岡会場に
続いて、第 2弾として初となる北九州市での開催とな
りました。
パーティーは 3部構成となっており、まずは向かい

合って座った異性と 1対 1 形式のトークタイム。趣味
や自己 PRを記載したプロフィールカードを使用しな
がら 2分間のトークを行いました。第 2部の「ゲーム
大会」では 5チームに分かれ、○×クイズやチームで
協力して 1つの絵を完成させる 1筆書きお絵かき対決
などで正解数を競い合い、優勝チームには 1 人 1,000
円分のクオカードがプレゼントされました。○×クイ

●宿泊税の概要
（1）納税義務者等
　次の事業に係る施設への宿泊者
　◦�旅館業法に規定する旅館業（旅館・ホテル営業・簡
易宿所営業）

　◦住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業（新法民泊）
　◦国家戦略特別区域法に規定する認定事業（特区民泊）
　※�いわゆる「ウィークリーマンション」と称される短期賃貸住
宅についても営業実態によっては旅館業法上の営業施設
と判断され、宿泊税徴収の対象となる場合があります。

　　�　旅館業法上の営業施設であるか否かご不明な場合
は旅館業を所管する部局にご確認ください。

（2）税率
　宿泊者 1人 1泊につき、県税 200 円。ただし、福岡市
内については、宿泊者 1人 1泊につき、
①宿泊料金 2万円未満、200円（県税 50円、市税 150円）
②宿泊料金 2万円以上、500円（県税 50円、市税 450円）
　また、北九州市においては税率は宿泊者 1人 1泊につ
き 200円（県税 50円、市税 150円）

（3）課税開始
　令和 2年 4月 1日（予定）の宿泊分から

福岡県・福岡市・北九州市の 3行政では、地域の更なる観光振興を図るため、「宿泊税条例」を制定
しました。令和 2年 4月 1日施行を予定しています。概要は下記をご確認ください。

●お問い合わせ先
【福岡県】
○税の仕組みに関すること
　総務部　税務課　間税係� TEL：092-643-3065

○税の使途に関すること
　観光局�観光政策課�企画管理係� TEL：092-643-3419

【福岡市】
○税の仕組みに関すること
　財政局　税務部　課税企画課� TEL：092-711-4541

○税の使途に関すること
　経済観光文化局　観光産業課� TEL：092-711-4353

【北九州市】
○税の仕組みに関すること
　財政局　課税第一課� TEL：093-582-2821

○税の使途に関すること
　産業経済局　観光課� TEL：093-551-8150

ズでは 1問ごとに各チームからの歓声や感嘆の声が会
場内に響き、お絵かき対決では数々の名作が生まれ、
賑やかな雰囲気でした。最後のフリートークタイムで
は、地上 29 階からの夜景を楽しみながら、会話に花を
咲かせました。パーティーは終始、盛り上がりを見せ、
気になった異性の中から第 1希望・第 2希望を記入す
る「最終投票」では、6組のカップルが成立し、特典
としてリーガロイヤルホテル小倉よりペアランチチケ
ットがプレゼントされました。カップルに感想を聞く
と「最初から決めてました！」や「本当にうれしいです」
といった喜びの声
がありました。
総務委員会では

来年度も同様の企
画を予定していま
す。

福岡県・福岡市・北九州市からのお知らせ（宿泊税の導入について）

今年度第
2弾

in北九州カップリン
グパーティー開催！
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　青年特別委員会（池野悦郎委員長）は、令和元年 11
月 25 日、福岡市東区志賀島海水浴場において、海岸
清掃を行いました。
　本委員会は、各支部青年部活動の情報交換、特性を
活かした諸活動の企画・実施、協会の運営に関して高
い識見を有する人材の育成等を目的とし、昨年度発足
しました。
　その第 1回目の事業となる海岸清掃には、約 60 名
が参加し、当日は天候が心配されたものの、雨が降る
こともなく清掃活動ができました。
　実際に清掃活動を行っていくと、プラスチックごみ、

空き缶、たばこの吸殻、
網、釣糸、ロープ等、
多くのごみが見受けら
れ、1 時間程度で 20
袋のごみが集まりまし
た。
　青年特別委員会とし
て初めての事業でしたが、多数の参加があり、充実し
た活動となりました。
　今後も青年特別委員会独自の事業を企画・実施して
いきます。

　相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は令和元年 11
月 11日、13日、15日の 3日間、「不動産相談員ブロ
ック研修会」を開催しました。本研修は、保証協会福
岡本部との合同開催で、不動産会館 6階研修ホールに
て行われました。
　第 1部では相談員が 7班に分かれ、売買・賃貸・管
理の 3種類の相談事例に対して、ディスカッションを

行いました。各班
で、相談に対する
処理やアドバイス
を議論し、班の代
表者が解答を発表
した後に、相談事
例の解説を行いま

　宅建協会（加藤龍雄会長）は、令和元年 11月 30日
に不動産会館研修ホールにて令和元年度事務局職員研
修会を開催し、本部・支部職員、執行部役員のほか、
今年度より初めて（株）福岡県不動産会館の関連会社
である（株）ふれんず宅建保証の職員も参加しました。
　まず、DVD「ありのまま生きる～坂田愛梨・瑠梨」
を視聴し、同和問題について学習。同和問題を他人事
として考えるのではなく、身近にある問題として認識

した。今回出題された問
題は、実際の相談事例を
想定して作成しており、
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、解答を導き
出していました。
　第 2部では、電話相談票と来所相談票の記入方法、
苦情解決業務・弁済業務の流れについて事務局担当者
から説明がありました。
　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はなく、相談員としての考
え方の統一を図ることができ、今後も不動産相談員の
更なる活躍が期待されます。

し、考えていくことの大切さを再確認しました。
　次に、（株）NCBリサーチ＆コンサルティングの松
下幸子氏より「クレームの初期対応」と題した講義。
クレーム対応の重要性やアンガーマネジメントの大切
さなどについてお話いただきました。
　最後に、事務局担当者より「改訂版事務取扱手引書」
「福岡県不動産会館からのお知らせ」「ふれんず宅建保
証からのお知らせ」等について説明し、閉会しました。

～ふれんず宅建保証職員も初参加～

を開催しました！令和元年度不動産相談員ブロック研修会

令和元年度 事務局職員研修会を開催

青年特別委員会主催 を実施しました！海岸清掃
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宅建協会 ( 加藤龍雄会長 ) では、平成 24 年度に「社
団法人」から「公益社団法人」に移行した際に、消費
者へのふれんずの周知と利用促進及び会員の PR支援
を目的として、ふれんずのぼりを配布しました。しか
し前回の配布から 7年が経過し、これまでご使用いた
だいていたのぼりについても、「日焼けや損耗等によ
り劣化して使用できなくなったため、新しいのぼりが

宅建協会（加藤龍
雄会長）では、不動
産情報ネットふれ
んずに掲載された
物件データを分析
して、福岡県の市場
動向をわかりやす
く紹介するふれん
ず市況レポートを
四半期ごとに作成

し、公開しています。これまでは消費者向けのカルテ
形式及び会員向けの帳票形式のレポートを作成してい
るほか、協会及びふれんずの周知に繋げるべくマスコ
ミ向けのプレスリリース版レポートを作成して公開し
てきました。そしてこの度、プレスリリース版市況レ

欲しい」との要望も多数あったこ
とから、デザインを刷新したのぼ
りを作製しました。
支部にて無料で配布しますの
で、必要な方は所属支部までお越
しください。
※ 1会員あたり 2枚を上限とします。

ポートの要点や市場の特徴的な動きをまとめて説明し
た解説動画の公開を始めました。
プレスリリース版市況レポートは、福岡県全域の不
動産市場のうち、売土地、中古戸建て、中古マンショ
ン、賃貸マンション、賃貸アパートの 5つの種別につ
いて、四半期ごとのふれんずの登録・成約データに基
づき、件数と価格の変動率から特に動きがあったポイ
ントや、成約と新規物件の件数増減や価格の乖離、ト
レンドの変化、需給の方向から今後の市場の見通しな
どを解説しています。解説動画はレポートの内容の要
点を簡潔にまとめたものとなっていますので、市況レ
ポートと併せて福岡県内の不動産市場動向の把握・分
析にお役立てください。
《市況レポート解説動画公開先：http://www.f-takken.
com/kyoukai/fshikyo_report.html》

官報掲載料金に伴う弁済業務保証金取り戻しに関わる公告料の変更について
　会員資格の喪失により、全宅保証を退会する際にご負担いただく「官報公告掲載料金」に関し、
独立行政法人　国立印刷局から官報掲載料金及び計算方法改定の通知があり、下記の通り変更と
なりますのでお知らせいたします。なお、本変更は令和 2 年 1月官報掲載分から適用されています。

※ 12 月 5 日取り戻しより適用となります。
計算方法：（6.526 ×行数）× 10%（消費税）

全宅保証からのお知らせ

公告料 令和元年１２月官報掲載まで　  1 行 7,178 円（消費税込み）

令和２年１月官報掲載から　　  1 行 6,526 円（消費税抜き）

ふれんず物件データを分析して福岡県内の不動産市況を分かりやすく解説！

プレスリリース版 ふれんず市況レポート解説動画作成のお知らせ

配布 お知らせ配布のお知らせふれんずのぼり
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宅建協会（加藤龍雄会長）は、このたび筑紫野市と
「空家等の適正な管理及び活用促進に関する協定」を
締結しました。
今回の協定により、所有者等からの空家等の売買、
賃貸、管理、活用、相続など幅広い相談業務を行う相
談窓口を宅建協会が設置し、その運用を筑紫支部が担
うこととなります。
令和元年 11 月 19 日、宅建協会を代表して青山博秋

筑紫支部長が藤田陽三市長を表敬訪問し、空き家の発
生予防および活用
促進に向けての意
見交換を行い、今
後も同市と連携を
強化していくこと
を改めて確認しま
した。

ニセ電話詐欺を防ぐ！
詐欺防止機能付き電話機を寄贈

ニセ電話詐欺防止機能付き電話機「まっ太フォン」
20 台を南区の防犯協会へ寄贈し、令和元年 11 月 13
日に寄贈式が行われました。

「まっ太フォン」
は迷惑電話番号リ
ストの電話番号を
自動で着信拒否す
る機能や、警告の
メッセージを流し
た上で通話を自動
録音する機能など

があり、ニセ電話
詐欺の被害防止に
役立つと期待され
ています。
警察によります
と、今年に入って
９月末までに南区
で確認されたニセ電話詐欺の被害は 10 件、被害額合
計は 1,270 万円で、件数・被害額ともに去年の同じ時
期に比べて減ったものの、依然として後を絶たない状
況とのこと。防犯協会では、寄贈された電話機を南警
察署管内のお年寄りに贈ることとしており、「まっ太
フォン」を利用することで被害の防止を図りたいとし
ています。

通算 11台目！青パトを寄贈

令和元年 10 月 16 日に南部支部事務所にて野多目校
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。同支部では、毎年区内の自治協議会へ青パト
の寄贈を行っており、今回で 11 回目の寄贈となります。

寄贈式には南部支部、野多目校区自治協議会のほか、
南警察署、南警察署防犯協会、南区役所地域支援課な
ど、様々な団体が参加しました。
寄贈された青パトは通学路の見守り等、校区のパト
ロールに使用され、地域の防犯活動に役立てられてい
ます。

南部支部（宮内久滋支部長）は、令和元年 10 月 16 日に青色防犯灯
装備車（青パト）を、11 月 13 日にニセ電話詐欺防止機能付き電話機「ま
っ太フォン」を寄贈しました。

南部支部では、今後も安心・安全で住みやすい地域を目指し、様々な
活動を行っていくこととしています。

筑紫野市と空き家対策に関する協定を締結
青山支部長が筑紫野市長を表敬訪問しました

南部支部が地域安全に貢献！
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入 会 者 一 覧 表 期間 :　　R01.10.01 ～ R01.11.30

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）19091 ユアーズプランニング㈱ 丸山　豊志 福岡県糟屋郡志免町大字吉原 382-3 092-935-2586 092-935-4445 R1.11.12

東部支部 （01）19116 ㈱尾塚建設 尾塚　将彦 福岡県古賀市薦野 1357 092-946-3272 092-946-2475 R1.11.12

東部支部 （01）19147 シティクリエイト不動産㈱ 金子　しげる 福岡県福岡市東区八田 3-28-32 092-662-0355 092-662-0355 R1.11.12

東部支部 （01）19176 ㈱ FRank 布施野　敦夫 福岡県古賀市千鳥 2-2-2 092-719-0202 092-719-0272 R1.11.12

東部支部 （01）19186 ㈱エルーチェ 松岡　工貴 福岡県福岡市東区美和台 4-4-2 092-692-6911 092-692-6922 R1.11.22

博多支部 （04）14314 ㈱アーウィンドリームステージ吉塚店 岡藤　智治 福岡県福岡市博多区吉塚本町
13-27 092-643-9001 092-643-9002 R1.10.8

博多支部 （03）15995 サカグチホールディングスパートナーズ㈱
このマチ不動産博多駅前店 小川　正 福岡県福岡市博多区博多駅前

4-15-9 092-432-2670 092-432-2671 R1.11.12

博多支部 （02）17502 ㈱ルーミックスROOMIX 博多イースト店 岩﨑　勇輔 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-
28-105 092-432-0077 092-432-0078 R1.10.8

博多支部 （01）18988 ㈱青木地所 境　明展 福岡県福岡市博多区板付 7-8-59
クレールコート野中 1階店舗C号室 092-558-1544 092-558-1554 R1.11.12

博多支部 （01）19121 ㈱Motty 松下　幸市 福岡県福岡市博多区寿町 3-4-16
エレガンス南福岡駅前 7F 092-558-7225 092-558-7226 R1.11.12

博多支部 （01）19140 ㈱ネクステック 草野　雄次 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-4-6 092-260-8203 092-260-8204 R1.10.8

博多支部 （01）19141 ㈱バッチリ賃貸キャナルシティ博多店 園田　貢平 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25-
1F 092-263-6002 092-263-6003 R1.11.12

博多支部 （01）19141 ㈱バッチリ賃貸博多筑紫口店 沖田　裕之 福岡県福岡市博多区博多駅中央街
5-11-2F 092-481-4541 092-481-4542 R1.11.12

博多支部 （01）19163 ㈱ TAC貴貴 吉田　ひろみ 福岡県福岡市博多区上川端町
5-112 092-281-1000 092-272-4300 R1.11.12

博多支部 （01）19167 ㈱ REIWAクリエイト 平山　毅 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-3-
26 092-409-9970 092-409-9980 R1.10.16

博多支部 （01）19173 ㈱フェリスマネジメント 滿重　新治 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-37-1-4F 092-710-7885 092-710-7886 R1.10.24

中央支部 （10） 7616 大和地所㈱ 村瀬　智子 福岡県福岡市中央区天神 2-9-210
新天町ビル 4F 092-725-3833 092-713-6506 R1.11.12

中央支部 （06）13049 ㈲松岡地所薬院店 森　由都理 福岡県福岡市中央区薬院 2-2-24 092-707-1862 092-707-1863 R1.11.12

中央支部 （01）18428 ㈱ KINOCO天神店 田中　容子 福岡県福岡市中央区今泉 1-12-8
天神 QR3F 092-406-8384 092-406-8385 R1.10.8

中央支部 （01）18428 ㈱ KINOCO 田中　雄 福岡県福岡市中央区春吉 2-18-6-
201 092-707-3713 092-707-3714 R1.10.8

中央支部 （01）19153 iREALcreation ㈱ 谷　祥一 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-1-10-
6F 092-791-7537 092-791-7538 R1.10.8

中央支部 （01）19157 ㈱ CRASIST 高松　佑輝 福岡県福岡市中央区大名 1-7-3
modernpalazzo 大名 203 号 092-761-3201 092-761-3239 R1.10.8

中央支部 （01）19177 ㈱ Gー FIRST 木村　昌裕 福岡県福岡市中央区赤坂 1-1-22-
4F 092-406-2486 092-406-2489 R1.11.7

中央支部 （01）19179 福㈱ 陳　雪 福岡県福岡市中央区大名 1-9-45
藤和大名コープ 401 092-775-8328 092-775-8328 R1.11.18

南部支部 （03）
大臣 7558 ㈱ハウスメイトショップ大橋店 村井　菜奈子 福岡県福岡市南区大橋 1-11-1 092-542-5050 092-542-5051 R1.11.12

南部支部 （01）19146 （同）オフィス英 樋口　英文 福岡県福岡市南区屋形原 2-11-3 092-541-6520 092-512-0877 R1.11.12

南部支部 （01）19164 ㈱リノリビング 末竹　泰典 福岡県福岡市南区向野 1-3-16 092-554-2332 092-554-2333 R1.10.8

南部支部 （01）19180 ㈱エーライフ 澤田　裕之 福岡県福岡市南区桧原 7-36-5-504 092-408-3383 092-408-3384 R1.11.19

南部支部 （01）19185 ㈱ Desir 丸野　正利 福岡県福岡市南区長丘 5-27-8 092-512-4804 092-982-0032 R1.11.22

筑紫支部 （01）18468 ケイアイスタービルド㈱福岡南営業所 佐藤　純 福岡県大野城市御笠川 4-3-18
レインボービル 1階 092-586-8101 092-586-8102 R1.11.12

筑紫支部 （01）19158 トーレック㈱ 濱口　正之 福岡県筑紫野市二日市中央 5-3-16
筑紫法務センター第二丸明ビル 312号室 092-710-1779 092-710-1826 R1.10.1

筑紫支部 （01）19159 ㈲ライム 野村　美里 福岡県太宰府市五条 2-9-32 092-922-2921 092-924-8096 R1.10.1

筑紫支部 （01）19166 ハウジングストーリー 香月　敬民 福岡県太宰府市大佐野 4-3-21 092-287-1857 092-510-0875 R1.10.15

筑紫支部 （01）19174 ㈱村井不動産 村井　圭一郎 福岡県筑紫野市原田 6-6-5 092-408-3920 092-408-3970 R1.10.24

福岡西支部 （03）15893 エルももち㈱早良店 南原　弘幸 福岡県福岡市早良区次郎丸 6-7-
18-1F 092-707-5536 092-707-5537 R1.11.12
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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

福岡西支部 （01）18231 エイチキューブ㈱姪浜店 由利　慎司 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-2-1
テーラ・ベルデ 201 092-707-5755 092-707-5744 R1.11.12

福岡西支部 （01）19152 安心院興産㈱ 安心院　崇臣 福岡県福岡市西区拾六町 4-46-1 092-892-6750 092-892-6752 R1.10.8

福岡西支部 （01）19156 ㈱ナガホーム 永野　賢一 福岡県福岡市城南区七隈 6-20-20 092-707-7915 092-707-7916 R1.10.8

北九州支部 （01）19110 ㈱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 0930-26-6006 R1.10.8

久留米支部 （01）19122 伊藤産業㈱ 伊藤　晴輝 福岡県久留米市梅満町 74-1 0942-32-4595 0942-32-4597 R1.10.8

久留米支部 （01）19182 （同）トライク 山﨑　由紀子 福岡県久留米市荒木町荒木 1257-1 0942-26-3719 0942-26-3719 R1.11.19

県南支部 （01）19170 ㈲雪野緑香園 雪野　浩太郎 福岡県大牟田市上白川町 2-232-2 0944-88-8945 0944-88-8946 R1.10.24

退 会 者 一 覧 表 期間 :　　R01.10.01 ～ R01.11.30

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 （13） 3918 ㈱壬生製材所 壬生　繁宣 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央 4-11-1 092-932-0015 R1.10.25

東部支部 （08） 9606 尾塚建設 尾塚　幸彦 福岡県古賀市薦野 1357 092-946-3212 R1.11.29

東部支部 （02）16932 ㈱マイホームナビえんや 松信　健太 福岡県福岡市東区千早 5-12-9-2F 092-410-8491 R1.10.28

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 R1.11.1

博多支部 （03）
大臣 7533 ㈱ TATERU福岡支店 西田　峰太郎 福岡県福岡市博多区祇園町 7-20

博多祇園センタープレイス 7階 092-283-1104 R1.10.7

博多支部 （02）
大臣 8468 ㈱総合電商福岡営業所 田中　智之 福岡県福岡市博多区下川端町 1-3

明治通りビジネスセンター別館 2階 202 号室 092-262-8611 R1.10.10

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 R1.11.12

博多支部 （02）16937 ㈱スバルホーム 藤下　正樹 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-31-1 092-202-0204 R1.10.21

博多支部 （01）17804 ㈱西和 深川　勝之 福岡県福岡市博多区金の隈 2-18-41 092-503-3815 R1.10.28

中央支部 （07）11329 ㈱プロジェクト 浦部　熙良 福岡県福岡市中央区輝国 2-12-12-353 092-741-6000 R1.11.5

中央支部 （04）14740 ㈱ノリハウス福岡支店 八尋　則政 福岡県福岡市中央区高砂 1-8-8-502 号 092-534-5080 R1.10.30

中央支部 （03）15592 ㈱さくら地研 笠原　美枝子 福岡県福岡市中央区大名 1-1-16 092-718-3987 R1.11.29

中央支部 （02）16802 ㈱アイキューブ 大山　裕司 福岡県福岡市中央区天神 1-15-5
天神明治通りビル 9階 092-725-7725 R1.11.29

中央支部 （01）19148 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション
天神店 吉原　貴史 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-203

（天神パインクレスト） 092-731-9321 R1.11.29

南部支部 （04）14105 ㈱創建 大庭　清貴 福岡県福岡市南区野間 2-1-1 092-552-1421 R1.11.29

筑紫支部 （02）
大臣 7912 ㈱三好不動産二日市店 牧山　雅人 福岡県筑紫野市二日市中央 6-2-7 092-918-7001 R1.11.29

筑紫支部 （01）17751 悠悠フィナンシャル㈱ 内山　敏幸 福岡県春日市春日原東町 1-16-2 092-588-6030 R1.11.29

福岡西支部 （06）12535 三井不動産リアルティ九州㈱ももちマリナセンター 野田　靖巳 福岡県福岡市早良区百道浜 3-4-10　
アクアコート 10番館 103号 092-822-1731 R1.10.25

福岡西支部 （02）16711 ㈱ハッピーホーム 竹末　一幸 福岡県福岡市早良区次郎丸 2-10-2 092-407-4079 R1.10.9

福岡西支部 （01）17969 H・A・T㈱ 吉井　英伸 福岡県福岡市西区下山門 2-17-23-2 092-882-4692 R1.11.12

福岡西支部 （01）18138 アイディール不動産㈱ 神野　剛 福岡県福岡市早良区祖原 29-28 092-407-0161 R1.10.28

福岡西支部 （01）18498 ㈱ OKAMOTO 岡本　文利 福岡県福岡市早良区高取 1-1-9
シェレステ高取 301 092-832-5228 R1.11.5

北九州支部 （09） 8629 九州宅建不動産 井地　貢 福岡県北九州市八幡西区折尾 3-1-39 093-691-5421 R1.10.3

久留米支部 （02）17121 西鉄不動産㈱住まいの窓口久留米店 中島　光雄 福岡県久留米市東町上天神田 316-2 0942-36-3485 R1.11.19

県南支部 （04）14027 ㈱アイリス建設 中村　忠雄 福岡県大川市大字本木室 893-5 0944-86-5420 R1.10.1

筑豊支部 （01）18385 ㈱ K－ HOUSE��REAL��ESTATE 串尾　多都美 福岡県飯塚市片島 1-7-25 R1.11.7
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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�32（R２）年�8�月 3/18（水）・3/19（木）アクロス福岡、3/13（金）小倉興産KMMビル Ｒ２年１月上旬

H�32（R２）年�9�月 4/15（水）・4/16（木）アクロス福岡、4/22（水）小倉興産KMMビル Ｒ２年２月上旬

H�32（R２）年10月 5/19（火）・5/20（水）アクロス福岡、5/22（金）小倉興産KMMビル Ｒ２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

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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同封物のお知らせ

＝＝不動産手帳記載内容修正について＝＝

　令和元年 10月より、消費税増税に伴い、不動産手帳付録 8ページに記載しております『媒介手数料
の限度額』の記載内容が変更となりました。（手帳に記載の内容は消費税率8％での計算となっています。）
媒介報酬額の計算におきましては、宅建協会会員ページ（https://www.f-takken.com/member/

oshirase/?lid=2683）を参照の上で計算していただきますようお願い申し上げます。

　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？

あとがき
　2020 年の干支はねずみです。子年は新しい運気のサイクルの始
まりとされており、植物に例えると成長に向かって種子が膨らみ
始める時期となり、未来への大いなる可能性を感じさせます。ま
た、株式市場には「子年は繁栄」という格言があり、株価が上昇
する傾向にあるそうです。東京オリンピック・パラリンピックの
経済効果を考えると、確かに当てはまる年となりそうです。
　今年も皆さまのお役に立てるよう事務局一同努めてまいります
ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（事務局編集担当者）

　福岡県は共同住宅での性犯罪被害を防止するため、共同住宅の管理者及び新規女性入居者に向けた

啓発リーフレットを作成しました。同封しているリーフレットを従業員や顧客の皆さまへの啓発・研

修等にご活用いただきますようお願いいたします。

福岡県より「共同住宅における性犯罪被害防止」リーフレットについて

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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