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本会は、平成 24 年 4 月に公益社団法人に移行し、消費者から信頼される団体として、
「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」
を軸とした公益目的事業を推進してきた。令和新時代を迎えた次年度についても、本
会が掲げるこの公益目的事業の 3 本柱を中心に事業展開を行っていくこととなる。一
方では、今後の新入会者数の減少などが懸念され、支部交付金や抜本的な事業展開の
見直しなど、本会の将来を見据えた組織と事業のあり方について、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たい。
「調査研究・情報提供事業」では、不動産情報ネット「ふれんず」を展開しており、

B to C（一般公開物件情報サイト）のリニューアルに続き、本年度には B to B（会
員間物件情報サイト）のリニューアル、新しい機能も追加し、システムの安定と会員
の利便性向上に努めた。次年度は、「宅建協会のホームページ」のリニューアルを行い、
消費者に対する事業の PR や情報公開などの充実を図り、また、会員向けには会員個
別情報の閲覧や QR コードの発行など会員サービスの向上にも努めたい。この会員向
けサービスについては、パソコン上ではもちろんのこと、スマホやタブレット端末上
でも研修会出席情報、宅建業免許の有効期間などの個別情報を閲覧することができる
ようになり、QR コードをスマホ画面上に表示させることも可能となる。

また、住まいの健康診断（インスペクション）など県や国の事業に対する協力を行
うことで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実施することとなるが、次年度中には県本部のほか北九州支
部や久留米支部でも法定講習会受講免除宅建士証交付申請手続きに限り受付可能とす
るなど利用者にとっての利便性向上とともに、他団体との差別化を図りたい。

本年 4 月には、改正民法の施行やこれに関連して宅地建物取引業法も改正され、特
に従来の瑕疵担保責任特約の考え方に大きな影響を与えるため、次年度においても、
引き続き研修会や広報等で周知を図っていきたい。

併せて、会員実態調査や会員指導など会員の資質向上や安心・安全な不動産取引に
向けた啓発に努めたい。
「地域社会への貢献事業」では、常設不動産無料相談所の開設や屋外違反広告物除

去活動などの消費者保護活動をはじめ、福岡県空き家バンクの拡充など安心・安全な
住環境の提供に努めたい。

さらに、7 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 活動や相続税対策など通じ社会貢献事業を展開したい。

政府は次年度の経済成長率の見通しを実質でプラス 1.4％程度としているが、56
年ぶりに日本で開催される夏季オリンピック・パラリンピック大会（東京五輪）後には、

令和２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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消費や投資が失速することも懸念され、景気を支えてきた国内需要が持ちこたえられ
るかが焦点となると言われている。本会は、そのようななか、引き続き消費者から高
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、令和 2 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との協働事
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、令和 2 年度は役員改選の
年であるが、これまで同様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、適正化を図りたい。

また、定款の一部改正案（社員の定年制の制定）
を社員総会に上程予定としている。

2．予算編成について
本会は、公益社団法人として、これまでどおり

収支相償に努め、公益比率の維持を確保していく
ため、本会の大きな収入となっていることから引
き続き新規入会者の確保に努めたい。

支部交付金については、本年度に追加した管理
費や増額した地価調査費を踏襲、おおよそ 200 万
円の増額となった。なお、公益・人材事業費の申
請については、会務打合会において事業の公益性
審査と公益事業比率について審議することとな
る。
「会員支援事業」については、不動産情報ネッ

ト「ふれんず」を核として、㈱福岡県不動産会館
の協力を得ながら会員の業務支援を行っていきた
い。また、その他関係団体とも協議し、人件費や
管理費などの適正な負担割りを検討していきた
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
討することとなるが、会長方針として重点的に取
り組んでもらいたい事業の一環を委員会ごとに記
すこととする。

＜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、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」についても引き続き企画実施し
たい。

また、ホームページの改修を検討し、パソコン
上ではもちろんのこと、スマホやタブレット端末
上でも会員個別の情報（研修会出席情報、宅建業
免許の有効期間など）を閲覧することができたり、
QR コードをスマホ画面上に表示させるなど利便
性向上に努めたい。

入会審査については、公益社団法人にふさわし
い厳正、厳格な審査を実施する。その他、必要に
応じ諸規程の検討を行う。

＜財政委員会＞

公益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、将来の新規入会者数の減少等を想定し、堅
実な財政シミュレーションにより公益社団法人と
して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。

また、全宅連が実施する認定資格事業「不動産
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キャリアパーソン講座」の普及活動や会員実態調
査、屋外違反広告物除去活動などの強化に努めた
い。

＜相談所運営委員会＞

常設の不動産無料相談所の管理運営をはじめ、
総務省、福岡県、各市への不動産相談員の派遣や
県下で開催する不動産移動無料相談会の開設を行
いたい。なお、常設相談所内の各相談ブースにパ
ソコンを設置し、相談内容を一元管理し、情報共
有を図り、業務体制の効率化に繋げたい。また、
本年 4 月に施行される改正民法等に対応するた
め、さらなる知識習得を図るための事業を実施し
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＞

不動産情報ネット「ふれんず」システムは、リ
ニューアルを行い、消費者や会員の利便性向上を
図ったところではあるが、今後も利用会員からの
要望に応じて随時システム改修を検討し、ますま
すの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（イ
ンスペクション）事業や国土交通省が創設し、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 DE 暮らす」（福岡県空き家バンク）の
拡充など安心・安全なまちづくりに向けた各行政
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
者講習会）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事業の実施。本年 4 月に

施行される改正民法に対応すべく賃貸借契約書等
の書式を改訂したことにあわせて、「手引書」を
作成。国土交通省が「共生社会の実現に向けた施
策の推進」を掲げ、外国人材の適正な受け入れに
注力していることを受けて、外国語版（英・中・韓）
賃貸借契約書もあわせて作成、会員へ周知を図り
たい。

また、本会が一般社団法人全国賃貸不動産管理
業協会の福岡県支部であることから、同協会と連
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＞

ふれんずや本会が実施している公益事業の周知
活動については、テレビ CM、広告看板の掲出、
行政 HP のバナー広告等によって行っているが、
費用対効果等を考慮し、テレビ CM の放映期間
の短縮、行政 HP のバナー広告の一部及び県庁に
掲出している看板を取り止めることとする。

なお、広報事業は㈱福岡県不動産会館との協働
事業であり、令和 2 年度も同社と協議し予算措置
を行いたい。

＜ハトマークグループビジョン検討部会＞

会員数の変動をにらんだ中長期的な事業計画の
検討や組織のあり方に関する研究を行う。また、
会員管理システムの見直しや働き方改革・事務局
体制のあり方についても引き続き検討したい。

＜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、広報誌「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。

＜女性特別委員会＞

卒業予定の学生等を対象に「はじめての一人暮
らしガイドブック」を活用したセミナーを実施す
るなどの社会貢献活動に努めたい。また、会員の
資質向上と人材育成を目的とした講習会を実施し
たい。

＜青年特別委員会＞

支部青年部が実施する事業の情報・意見交換や
委員会の特性を活かした諸事業の企画・実施。ま
た、よか街福岡等の運営協力を行う。
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既に新聞等で報道されていますが、賃貸住宅を借り
た際、事前承諾なく家賃 1 ヶ月分の仲介手数料を支払
わされたとして、借主の男性が仲介業者「東急リバブル」
に仲介手数料の一部返還を求めた訴訟の上告審裁判で、
東京地裁は令和 2 年 1 月 14 日、東急側の上告を棄却し
ました。これにより、媒介契約成立時点までに、事前
承諾を得ずに 1 ヶ月分の報酬を受領したことは「違法」
とする判決が確定。今後の不動産業界に大きく影響す
るであろう裁判となりました。そこで今後、宅建業者
が気をつけていくべき点について確認していきます。

【今回の事案】
男性は平成 24 年 12 月 24 日に物件の内覧を行い、

記入欄が空欄の賃貸住宅入居申込書を受け取った。同
月28 日頃、賃貸住宅入居申込書に契約者や連帯保証
人など主要な事項を記入して提出。翌 1 月 6 日に再度
内覧した後に、8 日までに入居の意思を示した。その後、
同月10 日に東急側から契約日を20 日とする旨の連絡を
受け、同月20 日に手数料が「家賃の 1ヶ月分」と記載
された入居申込書・賃貸借契約書などに署名・押印し、
2日後の22日に家賃 1ヶ月分の仲介手数料を支払った。
後日、男性はこの手数料 1ヶ月分の支払いを不服として
提訴した。

宅建業者が貸借の代理又は媒介に関して受けること
のできる報酬の額は、宅建業法第 46 条にて「国土交通
大臣の定めるところによる」（国土交通省告示）と規定
されています。国土交通省告示に定める額を超えて報
酬を受領すると、同法第 46 条第 2 項の規定違反による
行政処分の対象となります。

国土交通省告示第 172 号（建設省告示第 1552 号）

第 1 ～第 3　省略
第 4　貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に

関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の
額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下こ
の規定において同じ。）の合計額は、当該宅地又は建

物の借賃（当該貸借に係る消費税等相当額を含まな
いものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである
場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃を
いう。以下同じ。）の 1 月分の 1.10 倍に相当する金額
以内とする。この場合において、居住の用に供する
建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受け
ることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受け
るに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除
き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

第 5 ～第 7　省略

この告示には、宅建業者が宅地又は建物の貸借の仲
介（媒介）をして受ける報酬の額について、1 月分の
1.10 倍に相当する金額以内であれば、貸主と借主の双方、
もしくは一方からどのような割合で受けてもよいとし
ながら、居住用の建物の場合には次のように定めてい
ます。
「依頼者の一方から受ける報酬の額は媒介の依頼を受

けるに当たって承諾を得ている場合にのみ、1 月分の
1.10 倍に相当する金額を超えない範囲で受領できる。」
と定めています。

依頼を受けた後で得た場合には、1 月分の 1.10 倍の
報酬を受け取ることはできず、0.55 倍に相当する金額
以内とされています。

この「媒介の依頼を受けるに当たって、すなわち媒
介契約が成立した時期はいつなのか」という部分が争
点となりました。今回の事案では内覧を終え男性が入
居の意思を示した後に、東急側が賃貸借契約締結日の
案内をした 1 月 10 日に「媒介契約が成立した」と示し
ました。

この判例から、媒介契約が成立する前の段階で報酬
についての説明を行うこと、そして報酬額告示の原則
に基づき、相手の同意を取ることがますます重要にな
ってくると考えられます。いまいちど、今回の事案に
ついての内容や賃貸仲介業務フローについて確認し、
手続き面で問題が生じないようにしていくことが大切
となるでしょう。

賃貸借契約時の仲介手数料の取扱い
徹底「借主の事前承諾」

～業務上の問題点がないか確認を～
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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、今回は不動産賃貸借契約に関する改正点、
特に「賃貸人の連帯保証人への情報提供義務」、「敷
金の定義、精算・返還時期の明文化」について確認
していきます。

〇賃貸人の連帯保証人への情報提供義務

⃝情報提供義務の新設
これまでの民法では、不動産賃貸借契約において、

賃借人が賃料等を滞納していないかどうかを連帯保証
人から聞かれても、賃貸人は、賃料等の支払状況に関
する情報が個人情報にあたるため、情報提供すること
ができませんでした。

そこで改正民法は、委託を受けて保証をした保証人
は、個人、法人を問わず、債権者に対し主たる債務者
の債務の履行状況について情報提供を求めることがで
きる旨を明文化し、賃料滞納等の個人情報を保証人に
提供できる法的根拠を明らかにしました。また、保証
人から請求があれば、賃貸人は遅滞なく賃料等の支払
状況や滞納金額等を伝えなければならない、としまし
た（改正民法第 458 条の 2）。

⃝情報提供する場合の留意点
留意すべき点としては、提供する情報は改正民法に

定められた最低限の情報に限定すべきであり、これ以
外の情報まで漏らすと、賃借人から守秘義務違反のク
レームを受ける可能性があります。また、管理会社が
賃貸人に代わって保証人に情報提供する場合、賃借人
の賃料等の支払状況についての情報提供をすることに
ついて守秘義務を解除されているのは賃貸人のみです。
従って、管理会社が賃借人の情報を提供する場合は、
守秘義務違反とならないために、賃貸人の情報提供義
務の代理人となっておく必要があります。

⃝情報提供義務違反の効果
賃貸人がこの情報提供義務を果たさなかった場合で

あっても、罰則に関しては特別な規定を設けていませ
ん。ただし、この情報提供が賃貸人の義務であること
に変わりはないため、賃貸人が情報提供しなかったり、
事実でない情報を提供したことで保証人に損害が生じ
た場合、賃貸人が損害賠償責任を負わなければならな
くなったり、これを理由とする保証契約の解除ができ
るということが考えられます。

〇敷金の定義、精算・返還時期の明文化

⃝改正民法による敷金の定義
これまでは敷金に関する規定がなかったため、問題

が起こった場合は、民法の解釈や判例によって解決を

委ねられていました。
改正民法では、敷金について、「いかなる名目による

かを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ず
る賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債
務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭
をいう」と明文化するとともに、判例倫理において明
らかにされていなかった部分についても、明文の規定
を設けて敷金に関する法律関係を明確にしています（改
正民法第 622 条の 2）。

⃝敷金の返還時期と敷金での充当請求
敷金の返還時期について、改正民法では、賃貸物の

返還を受けたときに返還すると定められています。こ
れは賃借人が実際に物件を明渡すまでは賃料その他の
債務が発生する可能性があるため、物件を明渡したと
きに初めて敷金の精算義務があるとしました。

ここで注意が必要なのは、賃料滞納などを、賃貸人
は敷金から充当することはできますが、賃借人からは、
担保となっている敷金を明渡し前に取り崩すような請
求はできません。ただし、賃貸人については、未払い
の賃料を敷金で充当したうえ、不足分敷金額を再度預
けるよう賃借人に請求することはできます。

⃝敷金の精算義務
明渡し以外で敷金精算義務が生じるのは、賃借人が

賃貸人の同意を得て賃借権を第三者に譲渡したときで
す。賃借人が適法に賃借権を第三者に譲渡した場合、
その担保の目的は終了することとなるため、賃貸人は
旧賃借人に敷金を返還することになります。ただし、
この規定は任意規定のため、賃貸人と新旧賃借人の間
で敷金の引き継ぎなど、別の方法をとる合意をするこ
とも可能です。

⃝敷金の返還義務
賃貸借契約中にオーナーチェンジがあった場合、賃

借人が、敷金を預けた売主（旧賃貸人）と、物件明渡
し時の賃貸人である買主（新賃貸人）のどちらに敷金
返還を請求するかについて、改正民法では、敷金返還
義務を負うのは新賃貸人であるという規定を新設しま
した。賃貸物の所有者が変わると、旧賃貸人の立場は
新賃貸人に承継されるためです（改正民法第 605 条の 2 
第 4 項）。

旧賃貸人に差入れられていた敷金については、オーナ
ーチェンジの時点で旧賃貸人と賃借人の賃貸借契約が終
了すると考えられるため、旧賃貸人に対する賃借人の債
務があればその債務に充当され、その残額が新賃貸人に
承継されます。実務上、一部しか敷金が新賃貸人に引き
継がれなかった場合、不足分を敷金として預けるよう新
賃貸人が賃借人に請求することになります。

民法改正と宅建業に与える影響について 賃貸編③
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不動産情報ネット「ふれんず」を利用する消費者
及び会員が安心して利用出来るようセキュリティ強
化に取り組むにあたり、一般公開サイトの URL と
業者間サイトのログイン画面の URL が変更されて
います。

。

今回の変更にともない、令和元年 10 月 1 日〔ふ
れんず新 BtoB（業者間）サイトオープン日〕以前

に旧業者間サイトのログイン画面（https://www.
f-takken.com/）　をブラウザのお気に入りに登録し
ている場合、ふれんず一般公開サイトの TOP 画面
が表示されます。新 BtoB サイトのログイン画面を
お気に入りに再登録してご利用くださいますようお
願いします。

なお、お気に入りで一般公開サイトを表示するも
のについては、今回の変更による影響はありません
ので再登録や修正は不要です。

改修点①　案内書のリニューアル

物件情報をA4サイズに集約して表示する案内書機能を新たな業者間サイトの画面に対応するリニュー

アルを行います。従来は検索結果画面にある「商号表示の切り替え」ボタンで登録会員情報の表示・非表

示を制御していました。今回のリニューアルで物件ごとに表示方法を選択することができます。

（具体的な改修内容については改めて広報等でお知らせします。）

改修点②　物件検索結果の地図表示を可能に

検索結果一覧の一括操作機能に「地図で表示」が追加されま

す。比較したい物件にチェックを入れて本機能を利用すると物

件の概要と位置情報を一目で確認することができる画面が表

示されます。

改修点③　検索項目に「居抜き」物件の追加

設備や什器備品、家具などがついたままで賃貸借される「居

抜き」の物件を検索できるように、物件検索画面の「ふれんず

人気条件」の項目に「居抜き」のチェックボックスを追加しま

す。

ふれんずの業者間サイトがより使いやすくなります！
　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を目的として、令和元年10月1日に
業者間サイトのリニューアルを行いましたが、この度、会員より新たに寄せられたご意見をもとに、
3月末をめどにふれんず業者間サイトの改修を行います。今回の改修では機能の追加もありますの
で、その変更点をご紹介します。

ふれんず一般公開サイトの URL が変更になりました
旧業者間サイトをお気に入り登録している場合はご注意ください！

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

●ふれんず⼀般公開サイト
　　旧 URL：http://www.f-takken.com/
　　　　　　　　　↓
　　新 URL：https://www.f-takken.com/

●ふれんず新 BtoB（業者間）サイト
　ログイン画⾯：https://b2b.f-takken.com/
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人材育成委員会（宮内
久滋委員長）は、令和 2
年 1 月 24 日アクロス福
岡シンフォニーホールに
て第 5 回となる消費者セ
ミナーを開催しました。
今年度のセミナーには、
当日は雨の予報にも関わ

らず、1,075 名の来場者がありました。
この消費者セミナーは、消費者へ向けて、宅建協会

が行っている公益事業や不動産情報ネット「ふれんず」
等に関する周知を行うとともに、消費者に向けて広く
有益・有用な情報を提供するために開催したものです。

セミナーは 3 部構成となっており、講演開始前には
宅建協会のテレビ CM と広報誌「宅建ふくおか」に掲
載された記事をスクリーンに映し、来場者へ宅建協会
が行っている事業について PR しました。第 1 部では、
RKB ラジオで活躍中の MC 麦田陽子氏と事務局とで

「ふれんず」での検索の仕方や、物件を売る時の手順
の説明、行政との提携による「空き家バンク」につい
ての案内をしました。また、不動産無料相談所が毎日
開設されていて、不動産に関する事前相談ができるこ

とや、2 月には移動無料相談会があることも PR しま
した。第 2 部では、本会顧問税理士である河口正剛氏
を講師に迎え「相続税理士は見た！その相続対策大丈
夫？」と題し講演を行いました。第 3 部のメイン講師
である髙田明氏の「夢持ち続け日々精進」という講演
では、今を一生懸命生きることが将来の不安が無くな
る第一歩であること、結果ではなく生き様が大事であ
ると語られ、ミッション（使命）、パッション（情熱）、
アクション（実行）の三つのションが大事であり、相
手が何を感じているのかを考え、常に対話をするとき
に間を取ることや、伝えるのではなく伝わることが重
要であることなど、とても詳しくお話していただきま
した。最後に「また、講師として呼んでください。」
と締めくくり、会場は終始笑いと拍手が絶えず、来場
者の熱気に包まれた講演となりました。

総務委員会（諸
隈達也委員長）は、
令 和 2 年 1 月 21

日に、博多駅駅前広場にて、防犯ブザーの贈呈式を
行いました。

平成 24 年度より、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、53 もの
駅で実施しています。

今後も継続して同事業を推し進めていくために、
鉄道連絡協議会へ新たに 2,000 個の防犯ブザーを贈
呈しました。贈呈式では、三好孝一副会長が鉄道連
絡協議会中嶋弘明会長に贈呈。式終了後には、「子供・
女性を犯罪被害から守ろう～ Make a new start~」
キャンペーンを実施し関係者が通行人に対して、啓
発品を配布し、子ども・女性への犯罪被害防止に努
めました。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としています。

消費者セミナー開催！
「髙田明氏」（ジャパネットたかた創業者）「夢持ち続け日々精進」をテーマに、講演

令和元年度

今年も防犯ブザーを 贈呈2,000個
鉄道連絡協議会へ
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防犯活動に協力したとして南部支部が感謝状を受領
宅建協会の南部支部（宮内久滋支部長）は、

自主防犯活動への支援や、南警察署との合同に
よる広報活動の開催など、防犯活動に積極的に
取り組み、警察業務に多大な協力をしたとして、
令和 2 年 1 月 21 日に南警察署にて柴藤一署長よ
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実施していくとのことです。

第 537 号　　2020 年（令和 2 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）



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」の令和元年度版をま

とめ、会員サイトにて公開しました。

同調査は、令和元年 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、479 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

戸数は 93,343 戸で、全空室戸数は 6,851 戸。空室率は
7.3％（昨年度は 8.0％）となりました。間取り別で見
ると、シングル物件は 7.4％、ファミリー物件は 9.4％。
築年別で見ると、築 10 年未満は 4.2％、築 10 年から
20 年未満は 6.0％、築 20 年以上は 10.6％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）

宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

民法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う

「民法の⼀部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律」において、宅地
建物取引業法が⼀部改正され、令和 2 年 4 月
1 日より施行されることに伴い、宅地建物取引
業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運
用の考え方（ガイドライン）が改正され、同日
より施行されることとなりました。

よって、売買用の重要事項説明書の文言に変
更がありますので、ご注意ください。

【変更となる書式】

　重要事項説明書　土地・建物の売買・交換用／
区分所有建物の売買・交換用

【改正点の概要】

宅地建物取引業法第 35 条は、宅地建物の購入者
等に不測の損害が生じることを防止するため、一
定の重要な事項について購入者等へ事前に説明を

行うことを義務づけており、その一つとして、取
引の対象となる宅地建物の瑕疵を担保すべき責任
の履行に関する措置の有無及び措置を講じる場合
はその内容を説明することとしています。

今般、整備法律により、宅地建物取引業法にお
いて、「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内
容に適合しない場合におけるその不適合」に改め
られることから、「宅地又は建物の瑕疵を担保すべ
き責任」を「宅地又は建物が種類又は品質に関し
て契約の内容に適合しない場合におけるその不適
合を担保すべき責任」に改めるものとします。

なお、ふれんずらくらく契約書（売買版）、
売買王（最新版）につきましては、アップデー
トにより対応いたします。
全宅連が策定している書式につきましては、

3月下旬をめどに改訂を行う予定としています。

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

令和元年度

7.3%7.3%
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九州大学では、留学生が賃貸物件に入居する際、

公益財団法人日本国際教育支援協会「留学生住宅

総合補償」への加入を条件に、大学（福岡地域留

学生交流推進協議会の加盟大学）が連帯保証人と

なる「福岡地域留学生住宅保証制度」（機関保証）

を活用してきました。

この度、機関保証契約について、令和 2 年 2 月 1 日
以降の受付を停止し、九州大学が選定する保証プラン
に移行することとなりました。

ただし、令和 2 年 1 月 31 日時点で締結されている
機関保証契約については、契約の終了時まで保証を継
続するものとします。

今後は、右記の保証プランを留学生へ案内すること
となりますので、九州大学留学生を受け入れる際は、

女性特別委員会（井上恵美香委員長）は、令和

2 年 1 月 23 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、社会貢献活動の一環として卒業予定の生
徒へ、全宅連発行の「はじめての一人暮らしガイドブ
ック」をもとに一人暮らしの注意点などを解説するも
ので、平成 29 年度より実施しています。当日は進路
決定者約 200 名が参加しました。

まず井上委員長より、宅建協会の紹介と講演の趣旨
についての説明があり、その後委員による会話形式で

「部屋探しの流れ」「契約の手順」「入居後の注意点」「女
性の防犯・災害対策」について解説。3 回目となる今
回は、保証会社への加入、宅建業者と管理会社の違い

ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。なお、各
プランの概要につきましては、各提供事業者にお問い
合わせください。

九州大学留学生対象特別プランについて

九州大学国際部留学課　担当：梶原・高原・吉田
　　　　　TEL：092－802－2289

保証プランの内容について

①ニッポンインシュア株式会社
　「九州大学留学生対象特別プラン」
　　　　　TEL：0570－05－1080

②株式会社グローバルトラストネットワークス
　「九州大学留学生対象特別プラン」
　　　　　TEL：06－6348－0701

など、内容をさらに掘り下げて説明しました。
会場では生徒が熱心に耳を傾けており、「大変わか

りやすかった」「新しい発見があり非常に面白かった」
「今後の人生に役立つと感じた」「心配だった契約のこ
とが聴けて嬉しかった」などの感想が寄せられました。

今後も同委員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社会貢献活動を続けていくと
のことです。

～新生活に向けた部屋探しと生活のルールとマナーを講演～～新生活に向けた部屋探しと生活のルールとマナーを講演～

「はじめての一人暮らし」講演を開催

九州大学に係る福岡地域留学生住宅保証制度について
～ 「九州大学留学生対象特別プラン」へ移行のお知らせ ～
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総務委員会（諸隈達也委員長）は入会促進事業の

⼀環として、令和元年 10 月 18 日に福岡県不動産

会 館、11 月 19 日 に 小 倉 興 産 KMM ビ ル、12 月

14 日久留米商工会館、令和 2 年 1 月 25 日に福岡

朝日ビルにて、「不動産開業支援セミナー」を開催し

ました。

同セミナーは、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づくりとして、平成 23 年度より
実施しています。

セミナーは 8 部構成となっており、第 1 部では、諸
隈委員長が「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、委員が現役
の不動産業者として、自身の体験談を交えながら宅建

協会入会のメリ
ットについて説明しました。その他にも、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」と題した講演を実施しました。

また、第 8 部の「個別相談会」では現役の不動産業者、
税理士に直接質問ができるとあって参加者は熱心に質
問を行っていました。

アンケートの結果を見ると、「セミナーに参加して、
不動産業を開業したいと思いましたか。また、開業す
る場合宅建協会に加入したいですか」の問いに対して、

「宅建協会に加入して開業したい」が 38％、「まだ検討
中だが、いずれは宅建協会に加入して開業したい」が
50％とセミナー参加者の 9 割近くが宅建協会に加入し
たいという回答でした。

同委員会では、今後も入会の一助となるよう継続し
て実施を予定しているとのことです。

総務委員会（諸隈達也委員長）は、令和 2 年 2 月

1 日に福岡市中央区「アルマリアン福岡」にて異業

種交流会を開催しました。

本事業は、福岡県福祉総務部子育て支援課の協力を
得て行う事業で、今回が初めての開催となりました。

総務委員会では、平成 27 年度より後継者問題及び少
子化対策活動の一環として、会員や会員のご子息・ご
令嬢、従業員に対してカップリングパーティーを行い
出会いの場を提供してきました。

今後さらにこの活動を展開し、多様な出会いの場の
創出を図る観点から、福岡県の協力を得て、異なる業
界団体間での出会いイベント（異業種交流会）を実施
しました。

第 1 回目の異業種交流会のお相手を、宅建業と親和
性の高い建設業の団体である「福岡県建設業協同組合」
に依頼し、男性 10 名、女性 10 名のカップリングパー
ティーを行いました。

パーティーは 2 部
構成となっており、
前半は男女がテーブルごとにトークを行うグループト
ークタイム。20 分ごとに男性のみ移動し、すべてのテ
ーブルでトークを行いました。

後半は、1対1形式トーク。男女が向かい合わせに座り、
プロフィールカードを使ってお互いの趣味や互いの共通
点について 4 分間のトークを行いました。

最後に気になった異性の中から第 1 希望から第 3 希望
まで記入し、投票。その後、カップル成立者の発表があ
りました。今回は初めての異業種間での交流会でしたが
4 組のカップルが成立しました。

成立したカップル以外でも、連絡先を交換する姿が
多く見受けられ、大いに盛り上がりを見せたパーティ
ーとなりました。

総務委員会では、来年度も後継者問題、少子化対策
活動の一環として様々な出会いの場を提供していくた
め、同様の企画を予定しているとのことです。

大好評！！
令和元年度開業支援セミナー＆
　　　　　　　　個別相談会を開催

初めての試み！！  異業種交流会
（カップリングパーティー）を開催しました！
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宅建協会（加藤龍雄会長）は、このたび水巻町と
「水巻町空き家バンクに関する協定」を締結しまし
た。令和 2 年 1 月 15 日に水巻町役場にて行われた
調印式には、北九州支部長の榎本氏、北九州支部住
環境整備委員長の原田氏が出席しました。

美浦町長からは「町民の住環境を守る社会的使命
がある。空き家問題を心配する近隣住民の声も届い
ており、ここから積極的に空き家対策に取り組んで
いきたい」と力強いお言葉をいただきました。今後、
水巻町は県版空き家バンク「空き家 DE 暮らす」に

参加し、宅建協会は同町と空き家流通の促進に向け
て協力していくとしています。

宅建協会（加藤
龍雄会長）と福岡
県消防本部は 12
月 24 日、「 防 火
対象物の消防用
設備等点検報告

の情報提供にかかる協定書」の調印式を不動産会館
にて執り行いました。

消防用設備等点検報告とは、防火対象物に設置し
ている設備を所有者などが定期的に点検を行い、結
果を消防に報告するものです。

福岡県の点検報告率は 54.1％と全国平均の 49.8
％を上回るものの近年横ばいの状態が続いており、
このたび宅建協会と点検報告の情報提供に関するス
キーム並びに申請様式等を整備することで報告率向
上を目指したいとの消防本部側からの申し入れがあ
り、協定締結に至りました。

手続きは、①会員が仲介又は管理する建物につい
て所有者に告知し、②消防本部へ様式にて情報提供
依頼を行う。③消防本部は、規定の事項（最新の点
検報告日、次回の点検報告時期、点検報告が実施さ
れている消防用設備等の種類）を様式にて会員に回
答。④会員は回答された情報を所有者に周知します。

また、重要事項説明書に任意で追加記載すること

もできますので、所有者だけではなく借主等への周
知も図ることが可能となります。

これまで宅建協会では、消防法令違反の指導を受
けていた物件であることを知らずに建物の売買や賃
貸借の契約をしてしまったというトラブルの相談も
受けており、今回の締結により実現した制度を会員
の皆様にご活用いただくことで、消防法令に関する
事項についての周知機会が増え、所有者や借主の意
識向上にもつながることが期待されます。

なお、手続きに必要な申請様式は、福岡県宅建協
会ホームページにて本年度中での公開を予定してい
ます。公開時期が決定次第、改めて本紙等で案内し
ます。

点検報告の情報提供に関するスキームを整備、重説への追加記載が可能に
福岡県消防本部と協定締結
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通常、重要事項説明書の中には消防用設備等に関する事項は

盛り込まれていませんが、宅建業者は消防本部から本協定に

基づいて提供された情報を追加記載することができるようになり

ます（追加記載するかは宅建業者の任意となります）。 
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水巻町と
県版空き家バンク

を締結
を活用した空き家対策に意欲

「空き家バンクに関する協定」
「空き家DE暮らす」
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（株）福岡県不動産会館より

　（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）では、シロアリ検査の新規提携

及び提携サービスの⼀つである「高齢者見守りサービス」の新サービスを

追加しましたのでお知らせします。

新規商品としてシロアリ検査・工事を行う日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合と

提携を開始しました。こちらは、シロアリ工事を紹介し契約締結に至った際には紹介手数料

が発生するシステムとなっています。（※自社物件に関しては紹介手数料なしで割引価格に

て工事）これまでの提携サービスの中でも未業種の分野でもあることから皆様の営業支援に

も繋がることが期待できます。

高齢者見守りサービス「見まもっ TEL プラス」は、平成 30 年度より提携していますが

この度、サービスを提供しているホームネット（株）より新サービスとして「ハローライト」
の提供が始まりました。「見まもっ TEL プラス」は、週に 2 回の安否確認の電話サービスを

行っていますが、「電話確認が煩わしい」といった利用者の声もあり電球の点灯により安否

確認を行う新サービスの提供にいたりました。

「ハローライト」は、寝室やトイレなど利用者が毎日使うことが想定される部屋に SIM 内

蔵の LED 電球を設置し、点灯・消灯動作にて安否確認を行います。1 日点灯がない・点灯

しっぱなしなどの場合は、緊急連絡先にメールにてお知らせする仕様となっております。

更に、残念ながら居室内での死亡が発見された場合は、原状回復費用（修繕、清掃、異臭

除去、消毒等）が、上限 50 万円まで支払われます。

検査料金…15,000 円（税別）

工事料金…2,300 円 / ㎡（税別）

お問い合わせ…日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合（TEL：072-668-2511）

初回登録料…15,000 円（税別）

月額利用料…1,800 円（税別）

お問い合わせ…ホームネット（株）（TEL：03-5285-4538）

シロアリ検査・工事

高齢者見守りサービス「ハローライト」

この機会に、「シロアリ検査・工事」・「高齢者見守りサービス」の

ご利用をよろしくお願いします。

新 規 提 携 商 品 の ご 紹 介

第 537 号　　2020 年（令和 2 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）



第 537 号　　2020 年（令和 2 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 : R01.12.01 〜 R02.01.31

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 （04）
大臣 5963 タクトホーム㈱

福岡東店 渡辺　大祐 福岡県福岡市東区貝塚団地 16-1 092-409-8880 092-409-8879 R1.12.10

東部支部 （04）
大臣 6857 タマホーム㈱

新宮店 髙橋　馨太 福岡県糟屋郡新宮町大字上府 612-1 092-940-5055 092-940-5077 R2.1.28

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 佐野　亮 福岡県福岡市東区水谷 2-53-1

MJR ザ千早 1F 092-665-6510 092-665-6511 R1.12.10

東部支部 （01） 19187 ㈱振浩商事 髙尾　智子 福岡県福岡市東区馬出 6-14-21
プランドール吉塚 205 号 092-688-2037 092-688-2037 R2.1.20

東部支部 （01） 19226 ㈱シー・アール・シー・サービス 江川　洋 福岡県福岡市東区松島 5-2-24 092-623-2135 092-623-2140 R2.1.20

博多支部 （03）
大臣 7725 ㈱駅前不動産

投資開発部 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205 092-983-7990 092-983-7980 R1.12.10

博多支部 （01）
大臣 9657 ㈱サンライズホールディングス

福岡支社 前田　英理 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-11-5 092-433-3325 092-433-3326 R2.1.31

博多支部 （02） 17521 ㈱三和地所 立石　正彦 福岡県福岡市博多区竹下 5-4-8 092-431-4488 092-431-4477 R1.12.10

博多支部 （01） 18471 ㈱小笠原
博多店 豊村　太佑 福岡県福岡市博多区博多駅東

1-16-3 092-402-0521 092-402-0522 R1.12.10

博多支部 （01） 18874 ㈱ライフサポート
博多筑紫口支店 中西　秀樹 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-2-

13 092-433-5335 092-433-5336 R2.1.20

博多支部 （01） 19217 国際不動産開発㈱ 川口　高弘 福岡県福岡市博多区大博町 2-9-1F 092-409-0017 092-409-0178 R2.1.20

博多支部 （01） 19219 ㈱ Revo 高松　一郎 福岡県福岡市博多区中呉服町
3-10-3F 092-409-4398 092-409-4399 R2.1.10

博多支部 （01） 19235 ㈱アメニティー 齋藤　徹 福岡県福岡市博多区美野島 3-13-
2-302 092-474-2299 092-474-1910 R2.1.28

中央支部 （04）
大臣 6367 アーク不動産㈱

福岡支店 箱崎　敦重 福岡県福岡市中央区大名 2-8-19 092-738-5790 092-738-5791 R1.12.10

中央支部 （01）
大臣 9666 ㈱ホームパートナーズ

福岡支店 末次　透 福岡県福岡市中央区大名 2-8-18 092-791-9185 092-791-9186 R2.1.31

中央支部 （01） 19161 ピーエムシー㈱ 石井　成一郎 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-9-9
ラシュール・イン天神 101 092-716-9439 092-510-0783 R1.12.10

中央支部 （01） 19192 ユアーズライフマネジメント
㈱ 池袋　裕子 福岡県福岡市中央区赤坂 1-3-14

ブランシェ赤坂 605 092-707-0905 092-707-0906 R1.12.10

中央支部 （01） 19196 ㈱桜喜商事 張山　雄大 福岡県福岡市中央区薬院 2-17-13 092-406-6595 092-406-6596 R1.12.10

中央支部 （01） 19207 ㈱アットプラン 益留　大介 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-2-35 092-707-1589 092-707-1289 R1.12.19

中央支部 （01） 19209 ㈱ HOEY 磯部　洋介 福岡県福岡市中央区地行 2-10-32-
203 092-738-1787 092-738-1787 R2.1.28

中央支部 （01） 19233 ㈱ワイズアップ 町頭　範久 福岡県福岡市中央区大名 1-3-46
大名イマンスビル 4F 092-715-7225 092-715-0649 R2.1.28

南部支部 （01） 19195 ㈱せご地建 西郷　雄治 福岡県福岡市南区塩原 3-3-5
こじまコーポ 110 号 092-555-7086 092-403-9292 R2.1.20

筑紫支部 （02）
大臣 8700 大英産業㈱

大野城店 安部　順明 福岡県大野城市仲畑 1-5-22
オフィスパレア仲畑 B6 号室 092-558-1909 092-558-1908 R2.1.28

筑紫支部 （01） 19205 ㈱スローライフ住宅設計 西川　登 福岡県那珂川市中原 2-161
クローネ博多南 202 092-986-3602 092-986-3603 R1.12.19

筑紫支部 （01） 19206 歩不動産 広瀬　健太 福岡県春日市弥生 5-36-3
スカイハイツ春日Ⅱ・305 092-915-3220 092-915-3221 R1.12.19

筑紫支部 （01） 19224 ㈱みつい 三津井　陽子 福岡県筑紫野市針摺西 2-6-21 092-922-7088 092-922-7088 R2.1.28

福岡西支部 （01） 19144 ㈱リプロス 上之原　賢治 福岡県福岡市城南区片江 3-42-3
VEGA 片江 101 092-866-8133 092-866-8134 R1.12.10

福岡西支部 （01） 19190 ㈱しのざき不動産 篠﨑　光彦 福岡県福岡市西区今宿西 1-28-30-
201 092-707-4922 092-707-4923 R1.12.2

福岡西支部 （01） 19198 ㈱レクシア 森川　泰司 福岡県福岡市早良区室見 4-2-24-
302 092-834-3883 092-834-3884 R1.12.10

福岡西支部 （01） 19208 赤坂セントラル開発㈱ 内田　雄士 福岡県福岡市早良区百道浜 4-17-4 092-845-5511 092-845-5511 R1.12.19

福岡西支部 （01） 19211 ミライアークエステート㈱ 羽迫　洋 福岡県福岡市早良区西新 1-10-13-
502 092-834-5762 092-834-5763 R1.12.23

福岡西支部 （01） 19222 home story ㈱ 堀田　功 福岡県福岡市西区戸切 3-17-2 092-775-7442 092-775-7442 R2.1.20

福岡西支部 （01） 19228 （同）ジラソル 今村　貴子 福岡県福岡市城南区鳥飼 7-23-4-1 092-775-3607 092-577-6650 R2.1.28

北九州支部 （01） 19215 朝日興産㈱ 内野　知信 福岡県北九州市八幡西区熊手 1-3-
24-304 093-632-1550 093-622-8006 R2.1.10
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支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

北九州支部 （01） 19216 奥田金属㈱ 原田　昌直 福岡県北九州市門司区松原 2-3-25 093-371-0137 093-371-4474 R2.1.28

北九州支部 （01） 19229 ㈱ U5 伊東　吟 福岡県北九州市小倉北区片野 2-9-40
第二木山ビル 303 093-482-2700 093-482-2720 R2.1.28

北九州支部 （01） 19238 れいが不動産 本山　雅志 福岡県北九州市若松区東二島
1-11-1 093-791-2158 093-791-2158 R2.1.31

久留米支部 （01） 19225 ㈱ウィズザライフ 東　正隆 福岡県久留米市東町 38-25
丸忠ビル 2F 0942-27-6363 0942-27-6364 R2.1.20

筑豊支部 （03） 15334 サンコー開発㈱
筑豊営業所 古野　智俊 福岡県飯塚市菰田西 2-2-9 0948-29-6035 0948-29-6034 R1.12.10

退 会 者 一 覧 表 期間 : R01.12.01 〜 R02.01.31

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 （10） 8030 ㈲山田屋 山田　博子 福岡県福岡市東区高美台 1-22-3 092-608-9050 R1.12.11

東部支部 （02） 17209 ユタカ地所 碓井　裕 福岡県古賀市駅東 5-9-12 092-943-5677 R2.1.21

東部支部 （01） 19148 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション
新宮店 九郎丸　洋司 福岡県糟屋郡新宮町美咲 2-8-13

（第二格昭ビル 1F） 092-962-9123 R2.1.30

博多支部 （11） 6861 博多住建 山元　理 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-26
岩瀬ビル 8F 092-451-1791 R1.12.23

博多支部 （01）
大臣 9208 ㈱五大企画　本店 矢野　真子 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5

アサコ博多ビル 10 階 092-292-6195 R2.1.21

博多支部 （08） 10670 ㈱オージーオー 小河　修一 福岡県福岡市博多区東那珂 1-6-32 092-402-9988 R1.12.11

博多支部 （03） 15475 アイルコーポレーション㈱ 米田　美里 福岡県福岡市博多区元町 2-6-9 092-558-5437 R1.12.20

博多支部 （01） 18967 ㈱ライフスタイル 船津　佳紀 福岡県福岡市博多区御供所町 3-30
塚喜グリーンハイツ 403 号 092-282-9273 R1.12.11

博多支部 （01） 19148 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション
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 1-2-25 092-263-6002 R2.1.30

博多支部 （01） 19148 ㈱アーウェイ・ミュウコーポレーション
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 5-11 092-481-4541 R2.1.30

中央支部 （05） 13524 ㈲三聖商事不動産 井上　雄太 福岡県福岡市中央区大名 1-10-33-302 092-713-5667 R1.12.25

中央支部 （05） 13646 ㈱トゥモロウ 武田　耕一 福岡県福岡市中央区天神 4-3-30 092-733-1525 R2.1.21

中央支部 （03） 16367 ㈱ Good 不動産
Good　LIfe 福岡　天神店 田浦　徳明 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 R1.12.25

中央支部 （02） 16819 ㈱ユニカ 緒方　寳作 福岡県福岡市中央区大名 1-2-23 092-733-6661 R2.1.31

中央支部 （02） 17310 ㈱ゼロアドバンス
薬院店 豊島　伸二 福岡県福岡市中央区薬院 3-16-27 092-534-6363 R1.12.25

筑紫支部 （12） 5536 ㈱池田建設 池田　忠昭 福岡県春日市千歳町 2-67 092-591-6752 R2.1.21

筑紫支部 （09） 9434 辻野技建 辻野　甚市 福岡県春日市小倉 2-40 092-573-3071 R1.12.20

筑紫支部 （03） 15420 千歳不動産 山口　武敏 福岡県大野城市下大利 1-10-18 092-591-5325 R1.12.20

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 R2.1.21

福岡西支部 （10） 7663 千代福住宅産業㈱ 三嶋　満 福岡県糸島市前原中央 3-17-23 092-322-3000 R2.1.21

福岡西支部 （02） 16825 ㈱九大学研不動産
糸島店 柿本　剛司 福岡県糸島市波多江駅北 3-1-1 092-324-2242 R2.1.30

北九州支部 （09） 8581 ㈱アステック入江 髙橋　正幸 福岡県北九州市八幡東区西本町 3-1-1 093-661-1221 R2.1.21

北九州支部 （04） 14115 合資会社フラットライン 讃井　孝樹 福岡県北九州市八幡西区里中 3-7-25 093-614-3757 R2.1.21

北九州支部 （04） 14875 ㈲ルールズ 金山　文博 福岡県北九州市小倉北区室町 2-5-1 093-562-5133 R1.12.20

久留米支部 （04） 14961 福岡スタンダード石油㈱ 重野　正博 福岡県久留米市日吉町 26-36 0942-33-2323 R1.12.17

県南支部 （06） 12781 川口不動産 川口　忍 福岡県筑後市大字馬間田 1317-1 0944-63-5175 R2.1.31

県南支部 （04） 14944 ㈱クラフト 金光　隆一 福岡県大牟田市旭町 1-2-1 0944-59-0785 R1.12.11

筑豊支部 （13） 3144 ヒロナカ不動産 広中　弘 福岡県飯塚市鯰田 1144-6 0948-23-0023 R2.1.21
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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 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

H 32（R２）年11月 6/16（火）・6/17（水）アクロス福岡、6/23（火）小倉興産 KMMビル Ｒ２年４月上旬

H 32（R２）年12月 7/16（木）・7/17（金）アクロス福岡、7/21（火）小倉興産 KMMビル Ｒ２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

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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表紙について
【福岡城潮見櫓】
　弊社は福岡城址近くにあり、たまにお堀を散歩しながら帰り
ます。初めて潮見櫓の桜の花を見たとき、今まで花を愛でる余
裕もなかったことに気づきました。
　それ以来、季節ごとに見せる異なる姿を楽しみにしています。
趣味の水彩画でも何度も同じ景色を描いていますが、描く度に
新しい発見があります。きっと今年もまた知らない花と出会う
んだと思うと心が躍ります。
（撮影とコメント：中央支部　株式会社 昭和土地　松本  祥子 氏）

こども＆レディス 110番の店
ステッカーを同封します

宅建協会では、平成 16年より「こども＆レディス 110 番
の店」運動を実施しています。会員の皆さまには、「こども
＆レディス 110 番」と記したステッカーを店頭に貼付し、
助けを求めて飛び込んできた際には保護及び通報することへ
の協力をお願いしています。しかし、10-11 月号でお送りし
たハトマークステッカーと同様、日焼け等による劣化が考え
られますので、新たにステッカーを作成しました。改めて主
旨をご理解いただき、地域の安全な街づくりへのご協力をお
願いします。

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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