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【賃貸借契約の更新について】
①更新の種類

普通建物賃貸借では、契約期間が満了しても、契約
が更新されることがあります。この契約の更新には「合
意更新」と「法定更新」とがあります。
「合意更新」は、契約期間の満了にあたり、当事者

間で合意のうえ契約を継続するものです。
一方「法定更新」は、借地借家法の規定に基づくも

ので、「当事者が期間の満了の 1 年前から 6 ヶ月前ま
での間に相手方に対し更新をしない旨の通知、または
条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなか
ったとき」で貸主から更新拒否の正当事由がないとき
は、「従前の契約と同一の条件で契約を更新したもの
とみなされるが期間の定めがない契約となる」という
取扱いとなります。（借地借家法 26 条・28 条）

また、「期間満了の○ヶ月前までに双方から何も通
知がなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新
したものとみなす」といった規定を設け、当該規定に
基づき契約更新がされる「自動更新」もあります。こ
の自動更新は、当事者間の合意された要件にしたがい
更新がなされることになりますので、「合意更新」の
一種であると解されています。

②�契約期間満了時に当事者間で何もしないまま物件の

使用が継続されている場合

協議の上で更新することができると規定している場
合には、なんら協議がされないまま契約関係が継続し
ていることから、借地借家法 26 条の要件を満たして
いるとして、法定更新された状態であると評価される
可能性があります。（なお、何もしないのではなく、
貸主の意向に従い更新の契約書を借主に送付したが返
送されないような場合には、合意更新の申込を借主が
黙示で承諾したものと解し、合意更新されたと評価す
ることが可能です。）

一方自動更新条項を定めている場合には、何もしな

いまま物件の使用が継続されていることは、まさに当
該自動更新条項の要件を満たしていることになるの
で、自動更新（合意更新）されたものとして扱うこと
になります。

③旧民法下で締結された契約が更新された場合

改正民法附則には規定がありませんが、2020 年 3
月 31 日以前に締結された契約であっても、4 月 1 日
以降に契約期間の満了を迎え更新がなされた場合の民
法の適用関係につき、改正民法の立案担当者である法
務省は、以下のような見解を示しています。

「合意更新」→その時点から新民法が適用される
「法定更新」→更新後もそのまま旧民法が適用される
「自動更新」→�合意更新のひとつなので、自動更新

時から新民法が適用される

そうすると、法務省の見解に基づけば、賃貸借契約
の締結・更新の時期と民法の適用関係は、以下のよう
になります。

【保証契約の更新について】
①保証契約の締結と更新時期の適用関係

賃貸借契約の更新後の保証人の責任について、平成
9 年 11 月 13 日付最高裁判決は、「保証人は更新後に
生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨
で合意したものと解するのが相当である」と判示して
います。このことから 2020 年 3 月 31 日以前に締結さ
れた保証契約については、4 月 1 日以降に賃貸借契約
が更新されたとしても、保証契約自体は旧民法の時の

保証契約に関する取扱いについて
更新時における賃貸借契約
　改正民法（債権法関係）が2020年4月1日より施行されておりますが、3月31日以前に締結された賃貸借契約・
保証契約が、4月1日以降に契約更新期を迎えた場合に、賃貸借契約・保証契約をどのように扱うべきかについて
整理しました。

と

2020 年 3 月 31 日以前の 
賃貸借契約（旧民法） 

合意更新（新民法） 

法定更新（旧民法） 

2020 年 4 月 1 日 
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合意がそのまま継続するだけであり、新民法は適用さ
れないと説明されています。

しかしながら、法務省は「新法の施行日以後に、保
証契約が新たに締結され，または、合意によって保証
契約が更新された場合には、保証に関する新法の規定
が適用される」と解説しています。この解説は、更新
時に保証人からも署名押印を貰った場合には、保証契
約についても新たな締結や合意による更新があったも
のとみなされて、新民法が適用されることになり、「極
度額」の定めがなければ保証契約が無効となることに
注意してください。

これらの点を踏まえると賃貸借契約更新時の保証契
約の扱いについては、以下のようないくつかの対応方
法が考えられます。

パターン１　自動更新条項に基づき更新するため、
更新契約書等を作成しない方法

Ａ．この場合、更新契約書等を作成し直さずとも、賃
貸借契約は新民法が適応されますが、保証契約は旧民
法のまま継続します。

パターン２　賃貸借契約の更新の際、更新契約書
等を使用して、貸主、借主、連帯保証人に署名押
印を貰い極度額を設定等する方法

Ａ．この場合、賃貸借契約・保証契約ともに新民法が
適用されるため、新たに極度額の設定等を行う必要が
あります。

パターン３　賃貸借契約の更新の際、更新契約書
等を使用して、貸主、借主のみ署名押印し、連帯
保証人には署名押印を貰わず、特約条項において
連帯保証人の保証契約は旧民法の適用を前提とし
て極度額の設定等を行わない旨を記載する方法

Ａ．この場合、保証人との保証契約に関する新たな合

意や更新はありませんので、前述の平成 9 年最高裁判
決の考え方から、保証契約については旧民法が適用さ
れることになります。しかし、この方法は極度額の設
定等の負担はない反面、保証人と長期にわたって没交
渉であるという事実が、実際に賃料滞納等が発生した
場合に、保証人の責任を信義則上否定されたり、制限
する根拠とされる可能性があると指摘されています。
そのリスクを低減するために、保証人に対して、賃貸
借契約が更新され保証人の責任も継続する旨の「通知」
だけはしておくことが望ましいです。

パターン４　賃貸借契約の更新の際、更新契約書
等を使用して、貸主、借主、連帯保証人が署名押
印をしつつ、連帯保証人の保証契約には旧法が継
続して適用されることを確認する文書を取り交わ
して、極度額の設定等を行わない方法

Ａ．平成 9 年最高裁判決の考え方を根拠に、保証人か
ら署名押印を貰いつつ、それはあくまでも従前締結し
た保証契約の内容を再度確認するためのものにすぎな
い旨を確認事項として文書や特約で取り交わしておく
ことによって、新法が適用されないことを明示する方
法です。ただし、この方法については、賃貸借契約の
内容に変更がある場合や、保証人が確認事項について
認識・理解していない場合など、更新時の諸事情によ
っては確認事項の文言に関わらず、保証契約について
新たな締結や合意による更新があったとみなされる可
能性があり、その場合は新民法の適用により保証契約
が無効となるリスクが高く、非常に注意が必要です。

●�契約締結の時期が 2020 年 3月 31 日以前で、4月
1日以降に更新期を迎えた場合

2020 年 3 月 31 日以前の
保証契約（旧民法） 

保証契約を合意更新 
新たに保証契約を締結 

（新民法）

特段の対応をしない（旧民法）
2020 年 2 年 4 月 1

 賃貸借契約 

合意更新 自動更新 法定更新

2020 年 3 月 31 日 
以前 

 2020 年 4 月 1 日 
以降 

保証契約を合意更新 
新たに保証契約を 
締結 

保証契約については
特段の対応なし 

保証契約についても
特段の対応なし 

保証契約について
も特段の対応なし 

賃貸借契約：新民法 
保証契約：新民法 

賃貸借契約：旧民法
保証契約：旧民法 

賃貸借契約：新民法 
保証契約：旧民法 

賃貸借契約：新民法 
保証契約：旧民法 
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令和 2年 4月 1日の改正民法施行に伴い、（株）
福岡県不動産会館（榎本敏己社長）で販売している
売買契約書についても一部改訂が行われました。今
回は従来の売買契約書との変更点及び契約時の注
意点を説明します。

■�「反社会勢力の排除に関する条項」を条文内に記載
従来の契約書には特約の部分に「福岡県暴力団排除条

例等に基づく特約条項」として、第 1 条及び第 2 条に福
岡県暴力団排除条例に基づく特約、第 3 条に反社会的勢
力の排除に関する特約が記載されていました。新契約書
では特約第 3 条の条項は条文内に記載されるよう変更さ
れています。重要事項説明書での契約の解除に関する事
項及び損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を説明
する際は、上記変更点を踏まえて説明してください。

なお、宅建業者が売主の場合、売買代金の 2 割を超え
る違約金を定めることができませんので、該当する条項
を削除してください。

■�「瑕疵」という概念がなくなり「契約不適合」
　という言葉に

改正民法では「瑕疵担保責任」という規定は削除され、
新たに「契約不適合責任」が定められました。契約不適
合責任では、引き渡された目的物が契約内容に適合する
ものかどうかが重視され、契約内容に合致しない場合は、
これまでの契約解除、損害賠償請求のほかに、追完請求
権（修補の請求）、代金減額請求権が認められるようにな
りました。新契約書の契約不適合責任に関する条文上で
は、修補請求、損害賠償請求、契約解除の 3 つを定めて
います。

買主が上記の権利を行使するためには先に通知をする
必要があるため、新契約書上では買主が通知する期間の
記入欄を設けています。契約書上で定めなかった場合は
民法に則して「不適合を知った時から 1 年間」が通知期
間となりますが、それより短く定めることも可能です。

なお、契約不適合責任は任意規定の法律であるため、
従来の瑕疵担保責任と同様、売主は責任を負わない旨の
特約を定めることも可能です。ただし、宅建業者が売主
の場合は、通知期間を 2 年以上、設定する必要があるこ
とにご注意ください。
【特約の参考例】

⃝個人が売主の場合
買主は、売主に対して、本物件に契約不適合がある

場合において、その責任を免除する。
ただし、売主が知りながら告げなかった事実及び自

らが第三者のために、設定し又は第三者に譲り渡した
権利については、その責任を免れない。
⃝宅建業者が売主の場合

買主は、本物件の引渡し後 2 年を経過するまでに売
主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場
合、本条に定める権利を行使できないものとする。

契約不適合責任が発生するかどうかは、契約内容に適
合するかで判断されるため、物件の物理的な状況や取引
条件等の契約内容を当事者間での合意・容認事項として
細かく記載・説明しておくことが今後大切になってくる
と考えられます。

【老朽化の著しい建物の品質に関する特約例】

売主と買主は、本物件が築後長期間経過しており、劣
化が著しいため、屋根や壁、土台、基礎などに損傷が存
在しており、雨漏り、沈下、傾斜などの不具合が生じて
いるか、生じる可能性があることを確認した。

■�物件状況をより明確にするために「付帯設備表」「物件
状況確認書」の作成を推奨
契約書の「物件状況の告知」及び「付帯設備の引渡し」

に係る条項の各 1 項に記載の通り、売買契約書の別添書
類として、物件状況確認書及び付帯設備表を用意する必
要があります。契約不適合を問われないためにも、契約
対象の状況を明らかにして引き渡すことが重要となるた
め、契約締結前に対象物件及び付帯設備の状況を調査す
るともに、売主に本書類を記入してもらうようにしてく
ださい。

■�「誓約書」の文言を署名押印欄に追加
従来は別紙で取り交わしていた誓約書を廃止して「買

主は暴力団事務所として物件を使用しない」旨の文言を、
署名押印欄のページ上部に追記しています。

その他、契約書の条文内容は全宅連の書式をベースに
作成しています。全宅連 HP に掲載されている「民法改
正に係る契約書改訂ポイントガイドブック」では、より詳
しく解説されていますので、あわせてご参照ください。

〈https://www.zentaku.or.jp/member/download/revised_civil_law/〉

改正民法対応の売買契約書について
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前号の広報でもお知らせしたふれんずの改修に引き

続き、新たに会員より寄せられたご意見をもとにふれん

ずBtoBサイトの改修を行います。今回の改修では検索

機能が拡充されるほか、流通シートの画像選択や登録

会員への問い合わせがより便利になります。さらに使い

やすくなるふれんずBtoBサイトを是非ご活用ください。

●�成約物件検索の絞り込み期間を「1・3・5年以内＋
期間指定」に変更
成約物件を検索する際、成約登録日を「1 年以内・

３年以内・５年以内・期間指定」の中から絞り込みが
かけられるようになります。これまで成約検索につい
ては 3 年区切りのみでしたので、より簡単に期間指定
することが可能となります。

●任意のポイントを中心に指定できる「ご近所検索機能」の追加
物件検索画面の「ご近所検索」からエリアを選択し、

中心にしたいポイントおよび中心からの距離を指定す
ることで、指定範囲に含まれる物件の一覧表示が可能
になります。また、エリア選択画面の「地図上から中
心点を設定」ボタンより、地図から任意のポイントを

指定して同機能を使うことが可能です。例えば通学予
定の小学校の近くや、好きな商業施設の近くなどの検
索結果を簡単に確認できるほか、そのまま案内書やリ
ーフレットの出力もできるようになりました。

●物件所在地を中心とした地図から検索が可能に
検索結果および物件詳細画面に「物件を中心に地図

から検索」ボタンを設置し、近隣の物件を地図上から検
索できるようになります。ご近所検索と比較すると、よ
り特定の物件周辺に特化して検索することができます。

●流通シートに表示する画像の選択が可能に
店頭掲示用等に活用されている流通シートについて、

作成時の画面に登録物件の画像一覧が追加されるため、
表示したい画像を簡単に選択できるようになります。

●登録会員への問い合わせをより簡単に
物件詳細画面の最下部の登録会員欄に「会社詳細」

ボタンを追加し、その会員の詳細情報を閲覧できるよ
うにします。また、メールフォームのアイコンを設置
することで、より会員への問い合わせが、分かりやす
く簡単に行えるようになります。

改修のお知らせ改修のお知らせ
ふれんずBtoB（業者間）サイト

お問い合わせはコチラ 会社詳細

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。
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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協働で実施している「住
まいの健康診断」事業ですが、令和 2年度も 4�月
1�日より受付をスタートしています。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。

福岡県及び宅建協会では、今年度も引き続きインス
ペクション費用の一部補助を行っており、通常費用が
55,000 円のところ 30,000 円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。

令和 2 年 4 月 1 日より施行された改正民法では、
従来の瑕疵という言葉が、「契約不適合責任」という
概念に変わりました。従来の隠れた瑕疵かどうかは問
わず、売主は債務として契約の内容に適合した物を引
き渡さなければならないことから、買主より契約の目
的を達せられない物だとして追完請求（修補・代替物
請求権）や損害賠償等を請求される恐れがあります。
そこで契約前にインスペクションを実施し、確認した
物件の劣化状況を物件の品質や容認事項として契約内

容の中に明確に記載しておくことが売主のリスク低減
に繋がります。

これからますます重要性が高まるインスペクション
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います。

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 25 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
15 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 40 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。

●令和 2年度住まいの健康診断�費用負担額

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

http://www.fkjc.or.jp/kikaku/renove/hojo.html

「住まいの健康診断」特集サイト

福岡県、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

事業受付スタート
令和
2年度

戸建住宅 共同住宅

30,000円 30,000円

①床下進入調査 11,000円

②小屋裏進入調査 11,000円

③耐震診断（①・②の調査を含む） 33,000円

④瑕疵保険事前検査 16,500円 11,000円

「住まいの健康診断」の診断メニュー 負担額（税込）

基本診断 基本料金︓55,000円

オプション診断
※オプション診断は
基本診断と同時申込が

必要

共同住宅には
設定がありません
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令和 2年 2月 27日付の国土交通省土地・建設産業
局不動産業課からの通知により、新型コロナウイルス
感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症
対策の基本方針」（令和 2年 2月 25 日）が決定され
ました。この基本方針を踏まえ、法定講習の方法につ
いても福岡県と協議した結果、特例措置にて宅地建物
取引士証を交付することとなりました。
この特例措置（教材を用いた自宅学習及び効果測定

を行うこと）により、3月受講申込者に、順延での受

「宅地建物取引士に対する講習（法定講習）における新型コロナウイルス感染症への対応について」
講もしくは特例措置による受講のどちらを選択するの
かを確認し、特例措置の方の取引士証の交付について
は講習受講日に宅建協
会の県本部事務所（北
九州会場においては、
北九州支部事務所）に
て行いました。この措
置は当面の間、続くも
のと考えられます。

【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）

【福智町　金田・神崎山笠競演会】
　例年、10 月 20 日以降の土曜日・日曜日に開催され、2 日間に
訪れる観衆は 1 万人以上に上ります。会場は 10m を超える山笠
がまとった光と掻き手たちの熱気で包まれ、金色に輝く山笠が
迫力ある練り回しを披露します。
　会場に鳴り響く「南

み な ぎ ば や し

木囃子」を中心とした最速の囃
は や し

子の笛の
旋律とともに鉦

か ね

と太鼓の拍子が掻き手たちの士気をさらに鼓舞
し、「オーラーヤッサ」の掛け声と一糸乱れぬ動作で観る者たち
を圧倒します。

（撮影とコメント：筑豊支部　㈲ 三星不動産　金田  正聡 氏）

中本理事（右）と
加藤龍雄会長（左）

宮内久滋支部長（右）と
加藤龍雄会長（左）

各支部が持ち回りで表紙を担当している本誌「宅建ふくおか」526 号から 537 号まで
の広報表紙コンクールを行い、優勝の筑豊支部、準優勝の南部支部が表彰されました。【 】

準優勝：南部支部優 勝：筑豊支部

広報誌表紙写真コンクール

筑豊支部が優勝、準優勝は南部支部筑豊支部が優勝、準優勝は南部支部
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以前の宅建協会のホームページでは、パソコンからのアクセスしか想定されておらず、スマートフ

ォンなどでアクセスした場合、ページが見にくく、使いにくいという問題がありました。そこで今回

のリニューアルではレスポンシブデザインを採用することにより、スマートフォンやタブレットなど、

アクセスしたデバイスに最適な画面サイズに切り替わるようになり、利用者の操作性が向上しました。

トップページについては、不動産情報ネット「ふれんず」や宅建士法定講習、会員専用入口、宅建

業開業についてなど、閲覧頻度が高いメニューを中心にレイアウトし、利用者が迷いなくページにア

クセスできるデザインに変更しました。また、各ページについてもトップページに合わせてデザイン

を変更しており、より閲覧しやすくなりました。

今後、宅建協会会員専用ページのリニューアルも行う予定で、レスポンシブデザインの採用、デザイ
ンの変更はもちろん、講習会の出席確認のために会員へ個別に交付しているQRコードをスマホ等の
画面に表示できたり、宅建業免許の更新時期など会員の個別情報を確認できる機能などを追加します。

視認性向上のためにレスポンシブWEBデザイン（自動画面調整機能）を採用

ホームページのデザイン変更

宅建協会では、宅建業の新規開業希望者や一般消費者に対して、協会が行うさまざな活動を広く
周知するため、ホームページを運営してきました。しかしながら、ホームページを開設してから長
年経過していたこともあり、操作性、視認性において使いにくい状態が続いていましたので、今回
大幅にリニューアルしました。そこで今回のリニューアルでの変更点についてご説明します。

変更点１

変更点２

ホームページがより使いやすくなりました！！
福岡県宅建協会一般公開サイトリニューアルのお知らせ
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賃貸市場整備委員会（青山博秋委員長）は、令

和2年 4月 1日より施行された改正民法に対応す

るため、本会が策定する 7種の賃貸借契約書を改

正しました。また、これを機に福岡県暴力団排除

条例等に基づく特約を約定部分に盛り込むなど、

各書式の条文を整理・統一させています。

これら改正民法にかかる条項等や宅建協会の考え方
について解説するガイドライン「賃貸業務の手引書」
を作成し、会員サイトにて公開しました。併せて、本
号（宅建ふくおか No.538）に同封して、会員の皆さ

4 月 1 日の改正民法に伴い、各契約書式の
販売を開始しました。賃貸・売買各契約書式に
て内容の変更が行われていますので契約書式ご
使用の際には、充分ご注意いただきますようお
願いします。

　売買契約書については、旧書式の「瑕疵担保責任」
の免責特約を使用してしまった場合、「契約不適合責
任」の文言が記載されていないため有効性について争
いになる可能性があります。また、賃貸借契約書にお
いては、旧書式を使用すると、個人の連帯保証人につ
き極度額の規定を設けていないことから連帯保証契約
は無効となります。こういったトラブルを避けるため
にも、この機会にもう一度お持ちの契約書をご確認の
うえ、新契約書式をお使いいただきますようお願いし
ます。各契約書式に関しましては、ふれんずネットシ
ョッピングまたは皆様に配布しております「不動産会
館商品カタログ」の FAX 注文票をご利用ください。

〈https://www.f-takken.com/shopping/〉（全会員共通
の ID・PW が必要です）

また今回の改正民法対応版をもちまして「賃貸王」・

まに 1 冊ずつ配布いたしますので、実務にご活用くだ
さい。

なお、現時点で弁護士の見解が分かれる内容もある
ことから、今後の判例蓄積によって記載内容をアップ
デートしていく予定です。その際は、会員サイトにて
更新していきますので、ご確認くださいますようお願
いします。

「売買王」の販売・更新を終了します。ソフト製作会
社である（株）城屋コンピュータの不動産事業撤退に
伴い、今後安定的にサービスを提供する事が難しくな
るとの判断により、やむなく同社との業務提携を解消
することとなりました。永らくご利用いただいた皆さ
まには、大変ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申
し上げます。

また、ソフトサポートに関しても来年 3 月末をもち
まして終了させていただきました。詳しくは、宅建協
会会員サイトをご確認ください。（https://www.
f-takken.com/member/oshirase/?lid=2785）

（全会員共通の ID・PW が必要です）

会員サイト「書式のダウンロード」
https://www.f-takken.com/member/shoshiki/

（全会員共通の ID・PW が必要です）

改正民法に係る賃貸借契約書のガイドライン
「　　　　　　　　　＝令和2年改訂版＝」を公開賃貸業務の手引書

改正民法対応
契約書販売について
改正民法対応

契約書販売について
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相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、2 月 4 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。昭和 37 年から長きに亘り行わ
れている同相談会は不動産相談員に加え、弁護士と税
理士が不動産に関する相談に応じるもので、令和元年
度は延べ 102 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
27 件となり、不動産オーナーの確定申告の方法や相
続税と贈与税の比較をし
たい等の相談が寄せられ
ました。続いて、物件に
関することが 23 件で、
所有物件の売却もしくは
運用方法についての相談
が主なものとなりまし

た。また、今回寄せられた相談の多くが相続に関係し
たものであり、リースバック契約や相続の流れを知り
たいとの内容が数多く見受けられました。相談者から
は、「丁寧な説明で大変参考になりました。」「今後も
開催していただきたい。」等の感想が寄せられ、不動
産に関する悩み解決へ繋がる相談会となりました。

（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は、昨
年度発生した台風によって不動産会館本館屋上屋根
及び塔屋看板部分が被災したため、近隣ビル等への

看板落下等による 2次被災を避けるために補修工事
を行いました。来館された皆様が安全で安心できる
不動産会館を目指し、引き続き保守管理に努めます。

宅建協会及び不動産会館では、会員の皆様や一般
消費者に対する通話対応の品質向上と内容を正確に
承るため、お問い合わせいただいたお電話を、本年

4月 6日より自動録音させていただ
きます。会員の皆様におかれましては、何卒ご理解
ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

不動産会館本館屋上補修工事について

宅建協会・不動産会館電話録音化について

本年 4月 1日に施行された健康増進法の改正に
伴い、不動産会館及び北九州分館は4月1日より「全
面禁煙化」となります。今後は所定の喫煙可能箇所
（不動産会館：1階喫煙室、北九州分館：正面玄関前）
にてお願いします。

禁煙化に伴いまして、喫煙者のお
客様にはご不便をおかけしますが、
何卒ご理解とご協力の程、心よりお願い申し上げ
ます。

不動産会館及び北九州分館「全面禁煙化」について

0

12

23

0
4

0

27

1

13

1 1 0 0 2

18

相談内容集計（全102件）

件数

県下６ヶ所

実施 !
不 動 産 移 動
無 料 相 談 会

不動産の
お悩みを
一挙解決!!
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.02.01 〜 R02.03.31

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 （04）
大臣 6857 タマホーム㈱土地買取センター福岡東店 青野　和彦 福岡県福岡市東区和白 3-1-3 092-605-7040 092-608-1260 R2.03.17

東部支部 （03） 16040 ㈱イオスコーポレーション福岡東営業所 濵田　伸也 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-12-
58-2F 092-665-1555 092-665-1560 R2.02.25

東部支部 （01） 19221 ADDRESS㈱ 松﨑　涼 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲 409-4 092-410-0850 092-510-2604 R2.03.17

東部支部 （01） 19231 ㈱ Apple プラン 因幡　偉 福岡県福岡市東区若宮 3-1-30 092-405-0888 092-405-0889 R2.02.18

東部支部 （01） 19239 ㈱ RE－ build　project 黒圖　謙人 福岡県福岡市東区箱崎 4-6-1 092-518-8689 092-519-2797 R2.03.17

東部支部 （01） 19241 ㈱キムラエステート 木村　峰 福岡県福津市津丸 1168-6-101 0940-39-3313 0940-39-3314 R2.02.18

博多支部 （01） 19255 ㈱愛真 長坂　憲明 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-22-2
第 5大西ビル 301 092-292-1640 092-292-1641 R2.02.25

博多支部 （01） 19271 ㈱秋吉不動産 秋吉　隆満 福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-13
馬場マンション 401 092-710-6317 092-710-6295 R2.03.17

中央支部 （01）
大臣 9687 ㈱日本商業不動産保証福岡営業所 巻幡　省吾 福岡県福岡市中央区天神 2-3-36

ibbfukuoka ビル 303 092-781-2217 092-510-1370 R2.03.23

中央支部 （01） 19240 ㈱ライフマーケット 橘　昭則 福岡県福岡市中央区谷 2-12-16-
105 092-731-4093 092-731-4093 R2.02.05

中央支部 （01） 19243 平野不動産 平野　亜紀 福岡県福岡市中央区薬院 1-4-13 092-739-7505 092-739-7507 R2.02.18

中央支部 （01） 19259 ㈱アイプラン 伊藤　昌徳 福岡県福岡市中央区平尾 2-15-26 092-791-8344 092-791-8399 R2.03.11

中央支部 （01） 19266 ㈱ All　Trade　Company 金沢　秀明 福岡県福岡市中央区六本松 1-3-33 092-516-9062 092-516-9062 R2.03.17

南部支部 （01） 19270 繁ホームプラス 原田　繁喜 福岡県福岡市南区高木 3-18-10
光栄コーポ 303 092-404-0900 092-404-0901 R2.03.17

筑紫支部 （03） 16246 ㈱アルコ那珂川営業所 野中　大輔 福岡県那珂川市中原 4-17-2F 092-951-1222 092-951-0065 R2.03.17

筑紫支部 （01） 19254 ㈱Mitsuba　Home 島田　雄左 福岡県大野城市白木原 3-7-11 092-588-7255 092-588-7256 R2.02.25

筑紫支部 （01） 19258 ㈱スマイル不動産 中村　雅信 福岡県筑紫野市上古賀 4-14-1 092-926-0382 092-926-0382 R2.03.17

筑紫支部 （01） 19281 ㈱エリア．1 大宅　智裕 福岡県筑紫野市針摺中央2-14-1-2F 092-923-5070 092-510-5474 R2.03.31

福岡西支部 （01） 19247 新日本住宅 矢野　希珠 福岡県福岡市西区野方 2-3-1 092-811-5678 092-812-1234 R2.02.25

福岡西支部 （01） 19248 ランドホーム 平野　次雄 福岡県福岡市城南区堤 2-3-25-203 092-517-1290 092-776-1521 R2.02.18

福岡西支部 （01） 19273 サントラスト㈱ 松岡　恵介 福岡県福岡市早良区野芥 1-29-20
センチュリーOSA棟 103 092-518-7659 R2.03.17

北九州支部 （01） 19214 源㈱ 山本　久美 福岡県北九州市八幡東区西本町
2-10-20-3F 093-663-8808 093-663-8807 R2.02.18

北九州支部 （01） 19227 ㈱うえなび不動産 上田　尚志 福岡県北九州市小倉南区下曽根
3-15-58 093-473-3923 093-473-3924 R2.02.18

北九州支部 （01） 19251 ㈱グローリー不動産 阿部　太亮 福岡県北九州市小倉北区中津口
1-10-38　大興ビル 201 093-967-7208 093-967-7218 R2.02.18

北九州支部 （01） 19252 ㈱アイハウス 吉田　庄志 福岡県北九州市小倉北区熊本 3-1-12
山喜ビル B号 093-967-2285 093-967-2285 R2.02.18

北九州支部 （01） 19261 ㈱ワールドキャピタルソリューション 山田　秀典 福岡県北九州市小倉北区米町 1-1-
12 093-383-0121 093-383-0121 R2.03.11

筑豊支部 （01） 19253 ㈱サニースポット 城　匠之介 福岡県嘉麻市飯田 606 0948-43-8258 0948-52-3105 R2.02.18

筑豊支部 （01） 19283 ㈲福富商事 福山　照夫 福岡県田川郡福智町金田 547 0947-22-0470 0947-22-6424 R2.03.31

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.02.01 〜 R02.03.31

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 （08） 9611 ㈱白馬 伊東　公司 福岡県宗像市東郷 1-5-3 0940-37-2300 R2.2.19

東部支部 （02） 16435 ㈲ニチドウ建設 靏久　剛志 福岡県福岡市東区唐原 5-1-21 092-683-3315 R2.3.17

東部支部 （01） 17791 ㈱トライアル開発 山崎　敦夫 福岡県福岡市東区多の津 1-12-2 092-627-1233 R2.3.11

博多支部 （03） 16367 ㈱ Good 不動産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 R2.2.19

博多支部 （01） 18837 ㈱博多ベスト不動産 角野　佑輔 福岡県福岡市博多区住吉 2-11-21
住吉ビル B1 092-260-8405 R2.3.30

中央支部 （01）
大臣 9003 エステート・ワン㈱福岡支店 廣野　誠慈 福岡県福岡市中央区白金 1-2-15

（2F） 092-534-3202 R2.3.30
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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

中央支部 （04） 14269 ㈱六法地所 柴田　ミサ 福岡県福岡市中央区六本松 4-5-39-103
（PIA　21） 092-741-5015 R2.3.27

中央支部 （03） 15424 ㈲山水ハウジング 吉田　邦明 福岡県福岡市中央区長浜 1-4-17-201 092-716-7650 R2.3.27

中央支部 （03） 16119 ㈱コーセーアセットプラン 中川　幸治 福岡県福岡市中央区舞鶴 2-2-11 092-737-1090 R2.2.26

中央支部 （01） 17543 FT ㈱ 髙倉　矢一朗 福岡県福岡市中央区平和 3-10-1 092-521-8160 R2.3.17

中央支部 （01） 17618 ㈱リアルタック 古賀　憲二 福岡県福岡市中央区小笹 1-3-14-201
（原店舗） 092-753-9596 R2.3.17

中央支部 （01） 17636 ㈱プロデュース 吉田　茂利 福岡県福岡市中央区平尾 5-7-12-101 092-776-0086 R2.3.17

南部支部 （03） 15386 ドリームサービス　中尾不動産 吉田　隆二 福岡県福岡市南区中尾 3-37-1
浮羽ショップビル 201号 092-210-8833 R2.3.27

南部支部 （02） 16410 コヤマコンセプト㈱ 小山　ヨシ子 福岡県福岡市南区井尻 3-17-42 092-985-3270 R2.3.17

筑紫支部 （05） 13297 ㈲明治不動産 田中　猛彦 福岡県筑紫野市二日市中央 1-9-10 092-924-6311 R2.2.26

筑紫支部 （05） 13304 ㈱伊藤実業 伊藤　英実 福岡県大野城市紫台 18-21 092-596-6354 R2.3.11

筑紫支部 （03） 15606 クローバー開発㈲ 北島　紳一 福岡県朝倉郡筑前町松延 652-7 0946-42-1315 R2.3.11

筑紫支部 （03） 16383 エステートロング 長町　博 福岡県春日市一の谷 2-7-3 092-572-2945 R2.3.24

福岡西支部 （11） 6225 新日本住宅 安元　仁 福岡県福岡市西区野方 2-3-1 092-811-5678 R2.2.19

福岡西支部 （04）
大臣 6880 ㈱福屋不動産販売福岡城南店 北川　理恵 福岡県福岡市城南区別府 7-4-34

エクセルコートゼンショウ 092-846-2981 R2.3.30

福岡西支部 （09） 8482 ㈱ HANA不動産 松尾　眞二郎 福岡県福岡市西区上山門 2-12-18 092-882-8707 R2.2.26

福岡西支部 （01）
大臣 9265 ㈱ SAプロパティーズ西新支店 新久田　清人 福岡県福岡市早良区昭代 1-18-8 092-707-7717 R2.3.11

福岡西支部 （04） 14170 ㈲重松不動産企画 重松　俊和 福岡県福岡市早良区内野 2-18-44 092-804-3821 R2.3.27

福岡西支部 （02） 16805 アルテア・アドバイザリー㈱ 坂本　圭嗣 福岡県福岡市城南区長尾 5-26-18 092-707-1107 R2.3.30

北九州支部 （02）
大臣 8475 フリーダムアーキテクツデザイン㈱

北九州事務所 西島　聡 福岡県北九州市小倉北区室町 1-1-1 093-383-8170 R2.3.24

北九州支部 （07） 11727 ㈲タツカワ 辰川　隆広 福岡県北九州市八幡西区藤田 2-5-15 093-645-5100 R2.2.19

北九州支部 （04） 14516 ㈱福岡ホーム 井上　忠彦 福岡県北九州市小倉北区吉野町 10-30 093-952-0002 R2.3.31

北九州支部 （03） 16510 ㈱モーベリーホーム 田代　豪 福岡県北九州市小倉南区志井 1-8-7 093-964-8333 R2.3.24

久留米支部 （15） 1068 新妻不動産 新妻　孝子 福岡県久留米市日吉町 27-8 0942-33-1055 R2.3.27

久留米支部 （05） 13407 ㈲一新住宅 渡邊　一生 福岡県うきは市浮羽町東隈上 479-8 0943-77-7464 R2.3.31

久留米支部 （04） 15240 マナーハウス 緒方　敏宏 福岡県久留米市西町 1060-7 0942-33-3021 R2.3.30

久留米支部 （02） 16654 けんこう不動産 今村　憲一 福岡県久留米市御井町 1780-17 0942-44-8717 R2.3.24

久留米支部 （01） 18179 M＆Mプロジェクト合同会社 濵田　美由紀 福岡県小郡市三沢 1237 番地 2 0942-75-4435 R2.3.27

県南支部 （12） 4820 井手口不動産 井手口　哲野 福岡県大牟田市八本町 4-5 0944-52-3809 R2.3.11

筑豊支部 （07） 12460 ㈱ワコー 加藤　史子 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野 3487-4 0949-66-8166 R2.3.31

筑豊支部 （06） 12685 ㈲宮田シャモット 髙岡　ウラ子 福岡県宮若市宮田 276-6 0949-33-3425 R2.3.11

　宅建協会の関連団体である（一財）ハトマーク支援機構ホームページにおいて、入居者の方
やテナントから賃料支払いについて相談があった場合にご相談できる支援策や、事業者が受け
られる支援策など、さまざまな情報がまとめてあります。
　詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.hatomark.or.jp/topics/3095

新型コロナウイルス感染症に関する各省庁の支援策について
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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７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�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

H�33（R３）年 1月 8/18（火）・8/19（水）アクロス福岡、8/25（火）小倉興産KMMビル Ｒ２年６月上旬

H�33（R３）年 2月 9/15（火）・9/16（水）アクロス福岡、9/24（木）小倉興産KMMビル Ｒ２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

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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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２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（金）

　　　　　2回目：7月 13日（月）

振込　6月 30日（火）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

期限内の会費納入にご協力いただきますようお
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。

会員報告会中止のお知らせ 株主総会のお知らせ

毎年開催しておりました会員報告会は

中止となりました。

６月17日（水）��午後２時～

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

※中止となる場合もございます。

日時

会場

表紙について
【小倉城】
　今年は新型コロナウイルスの影響で花見もできなかったた
め、昨年春に写したものです。北九州と言えば小倉城で、リニ
ューアルオープンしてからは、多くの来場者が訪れています。
ライトアップされた小倉城のそばに咲く桜と一緒に！
何度見ても飽きない光景です。

（撮影とコメント：北九州支部　アイリック　石川  浩司 氏）

令和２年度会費納入のお願い

宅建協会における新型コロナウイルス感染症対策について

宅建協会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い
の励行、マスクの着用、各フロアでアルコール消毒液の設置、職員の
時差出勤及びテレワークの実施など、様々な対策を講じています。
全国的にも感染拡大が続いておりますので、会員の皆さまにおか

れましても、さらなる感染症対策に努めていただきますようお願い
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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