
8・9

 【発行所】福岡市東区馬出１丁目13-10 福岡県不動産会館内
（公社）福岡県宅地建物取引業協会　
（公社）全国宅地建物取引業保証協会　福岡本部
（株）福岡県不動産会館
〒812-0054 電話代表（092）631-1717
URL    https://www.f-takken.com/kyoukai/
E-mail  info@f-takken.com

【発行人】　会　　長　加　藤　龍　雄

【編集人】　総務委員長　宮　内　久　滋

2020年（令和2年）9月15日　 昭和54年10月11日第3種郵便物認可

No.540

（奇数月15日発行）一部50円〔会費に含む〕

（完全なる専門家主義の追求）

3P SPIRIT
Pursuit of
Perfect
Professionalism

広　報2020. August
         September

今号表紙担当：東部支部



～令和2年8月28日より施行～

不動産取引の重要事項説明時において、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
所在地の説明が義務化になりました！

　不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説
明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
が令和2年7月17日に公布され、同年8月28日より施行されることとなりました。

◎宅地建物取引業法施行規則について
宅地建物取引業法においては、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザード
マップにおける対象物件の所在地が追加されます。

・水防法に基づき作成された水害（洪水・雨水出水・高潮）ハザードマップを添付し、対象物件の概ね
の位置を示すこと

・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、
入手可能な最新のものを使うこと

・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することの
ないよう配慮すること

◎宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）について
宅地建物取引業法施行規則の改正に合わせて具体的な説明方法等を明確化するため、下記内容等が追加されます。

重要事項説明書様式の追加項目

近年、⼤規模洪⽔災害の頻発により甚⼤な被害が⽣じており、不動産取引時においても、⽔害リスクにか
かる情報が契約締結の意思決定を⾏う上で重要な要素となっています。そこで、宅地建物取引業者が不動産
取引における重要事項説明時に、ハザードマップを添付し、取引の対象となる物件の位置等について情報提
供することが義務化されました。本改正は、令和 2 年 8 ⽉ 28 ⽇より施⾏されていますので、同⽇以降に⾏
う重要事項説明において⽔害リスクにかかる情報の提供をしていない場合、宅地建物取引業法違反に該当す
るため注意が必要です。

なお、国⼟交通省が『宅地建物取引業法施⾏規則の⼀部改正（⽔害リスク情報の重要事項説明への追加）
に関する Q&A』を公開しておりますので、詳しくはホームページにてご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html

　また、会員サイトにも今回の改正について掲載しておりますのであわせてご確認ください。
https://www.f-takken.com/member/oshirase/
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本年 3 月 6 日に閣議決定された「賃貸住宅の

管理業務等の適正化に関する法律案」（賃貸住宅

管理適正化法）が 6 月 12 日に参院本会議で可

決、成立しました。同法は「サブリース業者と

所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措

置」と「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」

の二つの柱から成っています。前者については

同法成立後 6 か月以内に、後者については 1 年

以内に施行されることとなっており、サブリー

ス関連については本年 12 月、管理業者の登録

制度については来年6月に施行される予定です。

■サブリース事業者に課される三つの規制

　今回成立した賃貸住宅管理適正化法によれば、サブ
リース事業者（特定転貸事業者）には大きく３つの厳
しい規制が敷かれることになります。
　一つ目は、誇大広告等の禁止。サブリース事業者が
家主に支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方
法、契約の解除に関する事項等について著しく優良有
利であると誤認させる表示を禁止しています（同法
28 条）。
　二つ目は不当な勧誘等の禁止。サブリース事業者は
オーナーとの間の賃貸借契約（特定賃貸借契約）の締
結を勧誘するに際し、またはその解除を妨げるためオ
ーナーの判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意
に事実を告げず、又は不実のことを告げる等の行為を
行ってはなりません（同法 29 条）。
　最後は重要事項説明書の交付と説明。特定賃貸借契
約を交わすサブリース事業者に、契約締結までの間に
契約の内容、その履行に関する事項等、省令で定める
内容を書面にて交付してオーナーに説明することを義
務付けています（同法 30 条）。
　違反をした場合の監督処分や罰則も決まっており、
監督処分を行ったときは公表するとしています（同法
34 条・41 条～）。

■�国土交通大臣への登録が義務化
　（管理戸数が一定規模未満の者は対象外）

　賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとと
もに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を
図るため、任意登録制である現行の賃貸住宅管理業者
登録制度に変わり賃貸住宅管理業者の登録制度が創設
されました。
　まず、オーナーの委託を受けて賃貸住宅管理業務（賃
貸住宅の維持保全、金銭管理）を行う事業者について
は国土交通大臣の登録を義務付けました（同法 3条）。
登録の有効期間は 5年で、9万円の登録料がかかりま
す。ただし、管理戸数が一定規模未満の者は対象外で、
200 戸程度ではないかと言われています。

■�業務管理者の設置や財産の分別管理など
も義務化

　登録が必要となる賃貸住宅管理業者には営業所や事
務所ごとに一人以上の「業務管理者」を置くことが義
務づけられます（同法 12 条）。この業務管理者は管理
事務を行うのに必要な知識及び能力を有する国土交通
省令で定める要件を備える者とされており、宅地建物
取引士や賃貸不動産経営管理士などが対象となる可能
性が高いようです。
　実務面では、管理業者に対し、管理受託契約締結前
の重要事項説明書の交付と説明、契約締結後の契約内
容等一定の事項を記載した書面の交付が義務付けられ
ます（同法 13 条・14 条）。
　また、管理する物件の賃料、敷金、共益費等につい
ては自己の固有財産等と分別して管理することが求め
られ（同法 16 条）、さらに、オーナーへの定期的な業
務実施状況の報告義務も課されることになります（同
法 20 条）。
　現時点では詳細が未定な部分もありますが、今後、政
省令やガイドライン等が公表され次第、お知らせします。

～サブリース契約の規制強化と任意登録制から義務化へ～

賃貸住宅管理適正化法が成立
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本年 7月 6日から降り続いた記録的豪雨の影響によ
って各地で多大な被害が出ましたが、大牟田市でも同
月 17 日までに床上・床下浸水合わせて 2,798 件の被
害が出て、自宅で生活できない住民が多く出ました。
これを受けて、同市では独自に「民間賃貸住宅借上
げ」事業を実施することとし、福岡県宅建協会県南支
部（秋山伸也支部長）に協力依頼がなされました。
事業開始日である 7月 26 日には、大牟田文化会館
において「被災者向け合同住宅相談会」が開催され、
県南支部役員が具体的な住宅相談・紹介に応じました。
借上げ期間原則 6カ月、家賃上限 6万円、敷金・礼

金なし、連帯保証人・家賃保証会社の利用なし等の条
件に合致する物件を事前に会員から集めて、希望者に
紹介したり、不動産情報ネットふれんずの掲載物件の
中から検索して紹介するなどしました。
当日の来場者は 48 世帯、うち 18 世帯の入居が決定
しました。併せて市営住宅と県営住宅の相談会も開催
され、市営住宅 6世帯、県営住宅 7世帯の入居が決定
しました。
同市では、豪雨で被災された方を対象として引き続
き住まい支援に向けて取り組んでいくとしています。

㈱福岡県不動産会館（榎本敏己代表取締役）及び㈱ふれんず宅建保証

（加藤龍雄代表取締役）は、7月 6日及び 7月 10日にそれぞれ取締役会を開催し、

下記担当役員を決定しましたので、ご報告します。

を実施 7月26日に合同住宅相談会を開催

役　職 氏　名

代表取締役社長 榎　本　敏　己

取締役会長 加　藤　龍　雄

専務取締役 濱　田　隆　徳

常務取締役総務財政部長 重　本　康　彦

常務取締役保険保証部長 中　本　治　彦

常務取締役商品開発部長 小　川　正　久

常務取締役流通部長 財　部　曉　宏

常務取締役管理部長 髙　島　照　彦

常務取締役研修部長 南　　　博　文

取締役流通副部長 山　上　剛　弘

取締役保険保証副部長 香　田　岳　之

監査役 大　石　弘　敏

監査役 金　丸　勇　夫

監査役 村　上　雅　昭

役　職 氏　名

代表取締役社長 加　藤　龍　雄

取締役相談役 榎　本　敏　己

取締役副社長 今　林　政　秋

専務取締役 濱　田　隆　徳

取締役（総務担当） 重　本　康　彦

取締役（経理担当） 浜　田　　　真

取締役（保険担当） 中　本　治　彦

取締役（流通担当） 財　部　曉　宏

取締役（保証担当） 次　田　武　史

相談役 角　田　幸　雄

監査役 大　石　弘　敏

監査役 金　丸　勇　夫

監査役 村　上　雅　昭

㈱福岡県不動産会館役員 （令和2年・3年度） ㈱ふれんず宅建保証役員 （令和2年・3年度）

㈱福岡県不動産会館及び㈱ふれんず宅建保証の
担当役員について
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不動産無料相談所では、相談員資格の認定を受け
た不動産相談員が消費者の不動産相談に対応してい
ますが、相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）では、
相談員の業務効率化を図るために、8月より不動産

相談員専用の PCを設置しました。消費者からの相
談内容をより正確に記録・共有することで、相談業
務のより一層の品質向上を目指していきます。

相談業務の品質向上を目指して、不動産無料相談所にPCを設置

宅建協会・保証協会（加藤龍雄会長・本部長）が
共同で開設している不動産無料相談所では、消費者
からの様々な不動産相談に対応しておりますが、こ
こ最近寄せられる相談の中でも、「契約を断ってい
るのに申込金が戻ってこない」「契約を取りやめた
らキャンセル料を請求されたが支払う必要があるの
か」といった相談内容が非常に増えております。
宅建業法施行規則第 16 条の 12 第 2 項では、申込
金の不返還が宅建業者の禁止事項として定められて
いるほか、福岡県では申込金（預り金）の受領を原
則禁止として、以下の 3つの要件を満たす場合のみ
例外として受領できるものとしています。

申込金（預り金）を受領するための 3要件
①当該預り金は物件を確保する目的のものであること。
②物件確保の有効期限を記載すること
③�預り金は契約の成立、不成立にかかわらず一
旦借り受け予定者に返還されるものであること

宅建業者が申込金の返還を拒むことが判明した場
合は、宅建業法違反として行政処分の対象となるた
め、申込金の取扱について今一度ご確認の上、申込
金を受領する場合は上記 3つの要件について借主側
からの承諾を得た書面※を交付して承諾を得ておく
と共に、契約成立前（宅建協会では、貸主・借主双
方の記名押印がなされた契約書が借主に交付された
時点で契約が成立したと判断します）に申込みの撤
回がなされる等、契約不成立になった場合は早急に
返還するよう対応にご留意ください。
なお、預り金を「キャンセル料」として徴収され

たという相談も多く寄せられておりますが、契約成
立前であれば申込金と同様の考え方が準用されま
す。契約不成立となった場合には「キャンセル料」
等の名目を問わず請求・徴収することはできず、返
還が必要となりますので、あわせてご注意下さい。
※�会員専用サイトの「書式のダウンロード」に用意
している「申込金預り証」等をご利用下さい（会
員共通の ID・PWが必要です）。

○宅地建物取引業法 第四十七条の二
　（中略）
3　宅地建物取引業者等は、前二項に定めるものの
ほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行
為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行
為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定す
る宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠け
るものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの
及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の
保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
をしてはならない。

○宅建業法施行規則 第十六条の十二
法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府
令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲
げるものとする。
（中略）
二　宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの
撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還する
ことを拒むこと。

申込金 ご注意ください
契約不成立の場合は名目を問わず返還が必要です

（
預
り
金
）

申込金 の取扱いについてご注意ください
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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、

7 月 27 日に福岡県不動産会館 6 階研修ホー

ルにおいて、不動産相談員資格認定研修会を

実施しました。

　宅地建物取引におけるトラブルの未然防止や問
題の早期解決のための重要な役割を担っている不
動産相談員になるには、宅地建物取引士として 5
年以上の実務経験があるなど、いくつか要件があ
り、その内のひとつが、この不動産相談員資格認
定研修会を受け、修了試験に合格することです。
今年度は各支部から 18 名が受講し、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。

令和 2年 6 月 12 日に賃貸住宅の管理業務等の
適正化に関する法律が可決成立し、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、より注目を
集めている「賃貸不動産経営管理士」。（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 5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、1日
のみ講義を受講することで、毎年 11 月に実施さ
れる統一試験時に 5 問分が免除され、全 50 問
120 分の試験が実質 45 問 120 分となる講習にな

研修受講後は修了試験を行い、受講者 18 名全
員が不動産相談員の候補である認定資格者となり
ました。認定資格者には、後日、不動産相談員資
格認定証が交付されます。認定資格者は、理事会
で承認を受けた後に、不動産相談員として執務を
することとなります。今後、皆様の不動産相談員
としての活躍が期待されます。

ります。福岡県は 3会場で開催されており、福岡
県不動産会館�6 階研修ホールにおいては 8月 26
日に開催されました。�今後、ますます活躍のフ
ィールドが広がり、賃貸住宅管理業界の適正化を
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」資格の取得をこの機会に検討
してはいかがでしょうか。�なお、11 月 15 日に
実施される令和 2年度試験のお申し込みは、8月
17 日～ 9月 24 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://chintaikanrishi.jp/）よりご確認く
ださい。

〈お問い合わせ先〉
（一社）賃貸不動産経営管理士協議会�受付センター
TEL：0476-33-6660（平日�10:00～ 17:00）

不動産相談員資格認定研修会を開催しました！

賃貸不動産経営管理士講習開催（5問免除講習）

新たに
18名が誕生
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新型コロナウイルス感染症の影響により、日

常生活が一変し、いままで当たり前にできてい

たことができなくなり、また今まで想定してい

なかったことが起こることもあります。

それは不動産業界も例外ではなく、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で想定外のトラブルが

発生したりしています。

そんな想定外のトラブルにみまわれた業者さ

んからの相談事例を紹介したいと思います。

相談内容

インターネット付き物件を管理しているが、
入居者から「インターネットにつながらず、仕
事にならないのでつながるようにしてほしい。
こんなことになるなら入居した意味がない。事
前に説明も受けていないし重説違反ではないの
か。」とクレームを受けました。
当物件は、駅近くの全 40戸ワンルームマンシ

ョンで社会人や大学生が多く入居していること
もあり、新型コロナウイルス感染症拡大以降、テ
レワークやオンライン授業などを行っている方
も多く、日中に想定以上のアクセスが集中した
結果、遅延を起こしていることが推測されます。

○�入居時に宅建業法に基づき、現行の環境を当
方としては、しっかり説明していたのですが
本件のように予測できないことであっても重
説違反を問われてしまうのでしょうか。

○�今後もインターネットがつながらない、また
はつながりにくい状況が続いてしまうと、改
正民法でいう賃料減額の対象になるでしょう
か。

弁護士の解説

新型コロナウイルス感染症の影響でテレワー
クやオンライン授業が激増し、日中に想定以上
のアクセスが集中するということは、入居時に
おいて予測しえなかった事情であるため、現行
の環境について正確に説明を行っているのであ
れば「重要事項説明違反」になる可能性は低い
と考えられます。

賃料減額については、契約当初、多数の入居
者が自宅でテレワークや通信教育を行うことを想
定して、賃貸借契約を締結していたわけではなく、
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言
及びそれに伴うテレワークやオンライン授業の影
響により、インターネットがつながりにくい状態
になっているのであれば、当初想定されていた通
信設備に不具合が生じたとは評価できず、賃料
減額の対象にはならないと考えられます。

本通信サービスは利用時の速度を保証する
ものではありません。実際の速度はお客様のご
利用環境、回線の混雑状況などにより大幅に
低下する場合がありますのでご了承ください。

インターネット回線の利用者が多くなること

により、入居者によっては、通信速度に影響が

出ることを説明されていないと主張する場合も

考えられます。

トラブルを避けるためにも、インターネット

付き物件の際には入居前に、以下のような説明

を⾏っておくことが望ましいでしょう。

トラブルを避けるために

～新しい生活様式が引き起こす想定外のトラブル～

新型コロナウイルス感染症にまつわる

相 談 事 例
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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。

今年度は、受付時の検温、手指消毒、ソーシャル

ディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染

症対策を講じたうえで実施します。

内容としては、「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」などの開業までに抱えるさまざまな不安や疑問を
解消するものとなっております。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 2年 10月 16日（金）　13：00～
　福岡県不動産会館（福岡市東区馬出 1丁目 13-10）
⃝北九州会場　令和 2年 11月 14日（土）　13：00～
　小倉興産KMMビル（北九州市小倉北区浅野 2丁目 14-1）
⃝久留米会場　令和 2年 12月 12日（土）　13：00～
　久留米シティプラザ（久留米市六ツ門町 8-1）
⃝福岡会場　　令和 3年　1月 23日（土）　13：00～
　天神ビル（福岡市中央区天神 2丁目 12-1）

プログラム
第 1部：�宅建業免許取得までの流れ～宅建協会・保証

協会とは～
第 2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 3部：法人・個人開業のメリット
第 4部：開業資金のつくり方
第 5部：新規開業ローンのご案内
第 6部：実務家によるパネルディスカッション
第 7部：個別相談会（自由参加）
※�第 6 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。

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。

南部支部（宮内久滋支部長）は、ニセ電話詐欺防

止機能付き電話機「まっ太フォン」30 台を福岡南防

犯協会へ寄贈し、7 月 21 日に寄贈式が行われました。

「まっ太フォン」
は電話がかかっ
てくると「振り
込め詐欺対策モ
ードです。音声
を録音します」
と自動で警告す
る電話機です。

福岡県警によると
詐欺師が金融機関や
公務員などを名乗っ
て電話してきて、キャッシュカードをだまし取られる
被害が、県内では 5月末現在で 84 件に達していて被害
額は約 1億 4,000 万円にのぼるとのことです。
防犯協会では、寄贈された「まっ太フォン」を独り
暮らしの高齢者に贈ることとしており、「キャッシュカ
ードについて電話で聞かれたら、まずは詐欺を疑って
欲しい」と呼びかけています。
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。

福岡での開業を全力サポート！
不動産開業支援セミナーを開催します !!

ニセ電話詐欺を防ぐ！
南部支部が詐欺防止機能付き電話機を寄贈

参加費無料
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広報部会（柴山利博部長）と（株）福岡県不

動産会館（榎本敏己社長）は、広報活動の一環

として CM を 8 月より放映しています。

　今年度放映するCMについては、昨年度制作した
CMに新型コロナウイルス感染症に対応されている医
療従事者の方や、第一線で対応されている方などに
向けての応援メッセージを新たに追加したものとなっ
ています。

　福岡市では、令和2年10月1日から、事業系ごみ
の分別区分に「古紙」が加わり3分別となります。
変更後は「古紙」を「燃えるごみ」として出すことが
できなくなります。※「古紙」とはリサイクルできる

　宅建協会のHPに応援メッセージを追加したCM
を掲載していますので、まだご覧になっていない方は
ぜひご確認ください。

紙です。機密書類も「古紙」にあたります。
【お問合せ先】
　○福岡市事業系古紙分別サポートセンター
　　（TEL：092-643-3732）

8月よりCMを放映しています！！
を追加！！

10月から事業ごみの分別ルールが変わります

福岡市からのお知らせ

応援メッセージ

　昭和 52 年（1977 年）3 ⽉以前に建築された事業用建物（工場や倉庫、ビル、マンション

等共同住宅の共用部分等）の照明器具及び屋外灯には有害性のある PCB（ポリ塩化ビフェニル）

を含む安定器が使用されているおそれがあります。

※⼀般家庭用の蛍光灯等の安定器には PCB が使用されたものはありません。

● PCB 使用安定器は令和 3 年（2021 年）3 ⽉ 31 ⽇までの処分が義務付けられています。

　所有している方は JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）と処理委託契約を締結し、

期間内に必ず処分してください。

お問い合わせ＝福岡県環境部廃棄物対策課計画指導係（Tel : 092-643-3363）

　　　　　　　福岡県 HP：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html

福岡県からのお知らせ

PCB�使用安定器の期間内処分をお願いします!
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.06.01 ～ R02.07.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 TEL FAX 入会日

博多支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱博多店 神谷　武 福岡県福岡市博多区博多駅前

3-30-1　タイセイビル 2F 092-475-8711 092-475-8717 R2.6.29

博多支部 （01）
大臣 9643 博多不動産販売㈱竹丘支店 中野　芳信 福岡県福岡市博多区竹丘町 2-4-16 092-586-9977 092-586-9978 R2.7.7

博多支部 （03） 15897 ㈱パートナーズ博多支店 末藤　裕一 福岡県福岡市博多区対馬小路 13-
26 092-409-0502 092-409-0509 R2.7.7

博多支部 （01） 19329 博商㈱ 八尾　志軍 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-5-
35　大蔵マンション南博多 201 092-983-6869 092-983-6870 R2.6.15

博多支部 （01） 19337 ㈱トーヨーアドテクノ 佐藤　純司 福岡県福岡市博多区吉塚 4-11-15
KY ビル 5号 2F 092-626-0855 092-626-0851 R2.6.15

博多支部 （01） 19356 ㈱ EG不動産 江口　政久 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-
3-1104 092-402-2404 092-402-2405 R2.7.7

中央支部 （01）
大臣 8803 エールクリエイト㈱福岡支店 伊藤　淳 福岡県福岡市中央区天神 4-4-26

天神吉柳ビル 1階 092-406-1200 R2.7.7

中央支部 （01） 19280 ㈱コンサルティング福岡 木村　知弘 福岡県福岡市中央区高砂 2-9-15-
201 092-524-8856 092-524-8857 R2.6.15

中央支部 （01） 19343 ㈱イノセントホームズ 林田　誠司 福岡県福岡市中央区赤坂 1-7-5 092-401-2001 092-401-2002 R2.7.7

中央支部 （01） 19346 ㈱ KAI 善竹　弘幸 福岡県福岡市中央区那の川 2-9-32
ブルク平尾 405 092-707-1934 092-707-1944 R2.6.15

中央支部 （01） 19363 ㈱ BESTONE 稲富　誠治 福岡県福岡市中央区天神 1-7-11
天神MMビル 14階 092-401-0503 092-401-0570 R2.6.23

中央支部 （01） 19364 ㈱Make�Stars 船越　仁 福岡県福岡市中央区大名 1-10-33
東峰マンション 505 092-732-7608 092-732-7609 R2.7.7

中央支部 （01） 19365 ㈱ ONE�Direction 樗木　由美子 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-6-12
秀和舞鶴レジデンス 701 092-707-1985 092-707-1986 R2.7.7

中央支部 （01） 19396 ㈱レイアウト 藤島　啓之 福岡県福岡市中央区平尾 2-17-
14-6 階 092-401-1207 092-401-1208 R2.7.30

南部支部 （04） 14254 ㈱ルーム大橋店 岡村　智裕 福岡県福岡市南区大橋 1-20-16-1F 092-542-0161 092-542-0162 R2.6.15

南部支部 （01） 19359 ㈱フクル 山崎　敬太 福岡県福岡市南区清水 4-13-3 092-561-4070 092-561-4072 R2.6.15

南部支部 （01） 19369 ㈱丸住 小坪　智使 福岡県福岡市南区大橋 4-2-1 092-408-8327 092-408-8328 R2.6.23

筑紫支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱福岡南店 森　洋明 福岡県大野城市白木原 4-1-4

エスペランス大野城 092-593-2201 092-593-2206 R2.6.29

筑紫支部 （01） 19336 ミユキエステート 深川　篤志 福岡県春日市下白水南 7-67 092-501-6705 092-574-5589 R2.7.7

筑紫支部 （01） 19351 （同）UKMI 小西　功一 福岡県春日市岡本 2-51 092-586-7558 092-586-7559 R2.6.8

筑紫支部 （01） 19360 ネストハウス㈱ 齋藤　江理 福岡県春日市桜ヶ丘 1-23-2 092-710-0022 092-791-5309 R2.6.23

筑紫支部 （01） 19366 ジェイプラン㈱ 山口　順平 福岡県朝倉郡筑前町依井 1668-2 0946-24-8231 0946-24-8300 R2.6.23

筑紫支部 （01） 19378 （同）オフィスY 吉野　淳平 福岡県筑紫野市針摺西 1-7-11
蘇木ビル 2階 7号室 092-403-0632 092-403-0633 R2.7.7

筑紫支部 （01） 19382 ㈱エムエスホーム企画 松田　大 福岡県大野城市東大利 3-16-21
シンフォニー大野城 103 092-707-8087 092-707-8087 R2.7.16

筑紫支部 （01） 19384 黒岩建設㈱ 山下　美保 福岡県大野城市白木原 5-2-1
サンシャイン 30-203 092-586-6446 092-586-6447 R2.7.20

福岡西支部 （01） 19328 ㈱リアン 永田　雄介 福岡県福岡市西区西都 2-1-31
MJR 九大学研都市 501号 092-775-7034 092-775-2544 R2.7.7

福岡西支部 （01） 19349 ㈱暮らし工藝舎 辻　直也 福岡県糸島市前原中央 3-18-18-1F 092-332-8928 092-332-8929 R2.6.23

福岡西支部 （01） 19352 ㈱ベースイット 豊原　健一 福岡県福岡市早良区百道浜 2-902-1
先マリゾン 2F-1 092-407-3196 092-407-3197 R2.6.8

北九州支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱小倉店 長澤　陽介 福岡県北九州市小倉南区田原新町

2-5-28-1F 093-474-6692 093-474-6697 R2.6.29

北九州支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱北九州八幡店 田口　浩士 福岡県北九州市八幡西区里中 3-2-

10 093-613-8600 093-613-8610 R2.6.29

北九州支部 （05） 13400 ハッピーハウス㈱北九州店 畑中　俊樹
福岡県北九州市八幡西区竹末 2-3-
20
BREGIS1F

093-616-9725 093-616-9727 R2.7.7

北九州支部 （03） 16020 ㈱松尾組 松尾　茂行 福岡県北九州市八幡西区町上津役
東 2-2-25 093-611-0161 093-611-0838 R2.7.7

北九州支部 （01） 19342 ㈱泰平ホーム 竹内　陽子 福岡県北九州市小倉北区井堀 1-5-
30 093-863-1122 093-582-6663 R2.6.15

北九州支部 （01） 19354 ㈱ Good�Life�Japan 村岡　紗代子 福岡県北九州市小倉北区香春口
1-6-15-2F 093-482-3768 093-482-3769 R2.7.7
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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） 19355 ㈱ DKデザイン 萩谷　崇廣 福岡県北九州市小倉南区東貫 1-4-
23　プロニティA2 093-383-7472 093-383-7473 R2.7.7

北九州支部 （01） 19358 ㈱クラフト 辻田　恭平 福岡県北九州市小倉北区清水
1-20-13-301 093-967-2442 093-967-2443 R2.6.23

北九州支部 （01） 19374 ㈲住栄ホーム 檜垣　欣一郎 福岡県北九州市小倉南区城野 4-4-1 093-952-2218 093-952-2229 R2.7.7

北九州支部 （01） 19376 ㈱フォーワードアールイー 入口　智 福岡県北九州市小倉南区葛原東1-1-30
家電すまいる館YAMADA2階 093-953-7233 093-953-7244 R2.7.7

北九州支部 （01） 19377 ㈱ドアベル 塚田　俊英 福岡県北九州市八幡西区御開 5-2-4 093-981-4725 093-981-4735 R2.7.7

北九州支部 （01） 19385 Unir�Technica ㈱ 宮本　善高 福岡県北九州市小倉北区井堀
3-16-13 093-953-9071 093-953-9496 R2.7.16

北九州支部 （01） 19388 ㈱もり多（サニーウェイ企画） 森田　泰広 福岡県豊前市大字赤熊 907-1 0979-82-1820 0979-82-1830 R2.7.21

久留米支部 （01） 19317 ㈱ RISE 榎田　ひろみ 福岡県久留米市篠山町 179-3 0942-48-1710 0942-48-1711 R2.7.7

久留米支部 （01） 19339 ㈱クレステージ 大藤　利裕 福岡県久留米市城南町 22-24
石橋ビル 1F 0942-48-0431 0942-48-0432 R2.7.7

久留米支部 （01） 19368 ㈱くりあ不動産 藏川　洋平 福岡県久留米市三潴町高三潴
1426-2　くりあビル 3階 0942-54-6050 0942-54-6055 R2.6.23

久留米支部 （01） 19371 ㈱ホームアシスト福岡 田中　幸雄 福岡県久留米市宮ノ陣 4-29-11 0942-64-9200 0942-64-9201 R2.6.29

県南支部 （01） 19357 ㈱クオリア 井上　正通 福岡県八女市本村 1032-11 0943-22-5324 0943-22-5324 R2.6.15

県南支部 （01） 19367 ㈱先駆建設 小柳　正夫 福岡県大牟田市諏訪町 3-37-2 0944-54-7191 0944-31-2033 R2.6.23

県南支部 （01） 19381 ㈱ Fit 佐瀬　武士 福岡県大牟田市松原町 5-1
黒田ビル 1階 0944-59-3997 0944-59-3998 R2.7.17

県南支部 （01） 19389 ㈱みなつきエステート 野中　雅子 福岡県八女市稲富 213-1 0943-24-8184 0943-24-2205 R2.7.22

筑豊支部 （01） 19370 ㈲メイワ 田代　一明 福岡県飯塚市立岩 1641-1 0948-29-0870 0948-29-0413 R2.6.29

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.06.01 ～ R02.07.31

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 （01）
大臣 9098 ㈱ Landmarks�Residential 小島　拓也 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1

JRJP 博多ビル 3階 092-686-8725 R2.7.8

博多支部 （03） 15232 ㈲グランド・ヴィジョン 伊藤　正登 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-22-6 092-437-5525 R2.7.8

博多支部 （02） 16556 ㈱インクリース 安田　光男 福岡県福岡市博多区千代 4-17-27 092-632-4776 R2.7.20

博多支部 （02） 17106 心和ホーム㈱ 山内　和人 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-7-14　
ボイス博多ビル 103（1F） 092-432-8855 R2.7.1

博多支部 （01） 18248 アチーブ㈱ 池田　諭志 福岡県福岡市博多区博多駅南 4-4-17
第 5博多 IR.BLD703 号 092-432-0888 R2.7.8

中央支部 （03） 15504 管弦不動産㈲ 石橋　正彦 福岡県福岡市中央区清川 3-1-10 092-202-1484 R2.7.1

中央支部 （03） 16376 ワンズアセットマネジメント㈱ 横瀬　浩司 福岡県福岡市中央区薬院 3-16-27
薬院ビル 4F 092-406-4071 R2.7.8

南部支部 （01） 18923 ㈱西高宮リアルエステート 菖蒲　徹秀 福岡県福岡市南区高宮 3-7-4 092-534-6150 R2.7.8

筑紫支部 （04） 14330 ㈱サン・プラザホーム福岡南支店 梅澤　敏範 福岡県筑紫野市杉塚 3-3-8 092-408-1154 R2.7.22

福岡西支部 （08） 9783 ㈲城西地所 神薗　恭一 福岡県福岡市早良区西新 7-1-1 092-845-0275 R2.7.8

福岡西支部 （07） 11668 福大前ホーム㈲ 山北　敏晴 福岡県福岡市城南区片江 5-10-8 092-871-1530 R2.7.29

福岡西支部 （01） 17707 ㈱ ReLife 牛島　淳嗣 福岡県福岡市早良区西新 3-12-10-2F 092-821-3734 R2.7.8

北九州支部 （10） 7781 北九州不動産サービス 池田　善明 福岡県北九州市若松区和田町 17-1 093-761-7730 R2.7.8

久留米支部 （10） 7749 ㈲筑水不動産 原口　洋子 福岡県久留米市中央町 2-34 0942-65-5320 R2.7.8

久留米支部 （01） 18058 LINK 不動産販売㈱小郡支店 大坪　憲司 福岡県小郡市井上 1027-5 0942-23-8765 R2.7.22

久留米支部 （01） 18427 みずほ興産㈱ 池田　勇 福岡県久留米市東町 31-24
下川ビル 1F 0942-65-3616 R2.7.8

県南支部 （04） 14655 大木建設 大木　修 福岡県大牟田市大字甘木 475-1 0944-41-6575 R2.7.8

第 540 号　　2020 年（令和 2 年）9 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）



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。（ 11 ⽉～ 1 ⽉開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H�33（R３）年 4月 11/12（木）・11/13（金）アクロス福岡、11/19（木）小倉興産KMMビル Ｒ２年９月上旬

H�33（R３）年 5月 12/17（木）・12/18（金）アクロス福岡、12/15（火）小倉興産KMMビル Ｒ２年10月上旬

H�33（R３）年 6月 1/19（火）・1/20（水）アクロス福岡、1/15（金）小倉興産KMMビル Ｒ２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。
※従業員の方へもお知らせ下さい。
※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　福岡県不動産会館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）

10 月 1 日以降宅建士証に旧姓を
併記することができます。詳細に
ついては、お問い合わせください。
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　令和 2 年 7 ⽉ 1 ⽇より「容器包装リサイクル法の関係省令」改正に伴い

全国⼀律でレジ袋の有料化が実施されました。

　それに伴い、不動産会館及び支部・販売協力店におきましても令和 2 年

7 ⽉ 1 ⽇よりプラスチック製レジ袋の有料化を実施しております。

　お客さまにはご不便おかけいたしますが、レジ袋の削減にご理解とご協力

をお願い申し上げます。

　お問合せ先（株）福岡県不動産会館（TEL:092-631-3333）

レジ袋有料化についてのお知らせ

【レジ袋料金体系】

小 ‥‥2 円（税込）

㊥ ‥‥3 円（税込）

大 ‥‥6 円（税込）

　ふれんずは、令和元年10月に会員間サイトをリニューアルしました。
リニューアルに伴い追加された新機能・便利機能を定期的にメールや新会
員間サイト内に掲載している解説動画にて紹介しています。
　新会員間サイトを利用する際の参考としてぜひご確認ください。

ふれんず新会員間サイトの機能を紹介しています！

表紙について
【縁の石】
　福岡市東区名島に多く残る神功皇后の伝説にまつわる旧蹟
の一つ。
　言い伝えではご懐妊されていた神功皇后が三韓征伐から帰
朝し名島の地に着いた際、腰を下ろして休まれたのがこの「縁
の石」とされています。
　このため、婦人この石に寄り添いて祈れば安産なり。また、
縁遠き子女が祈れば良縁にめぐり会うとも言われています。

（撮影とコメント：東部支部　いづみ不動産　橋本 秀之 氏）

　今年度の本部講習会、業者講習会については、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
WEBでの受講が可能です。詳細についてはFAX
での一斉同報や、宅建協会のホームページでお知
らせします。なお、会場での講習会も同時に行い
ますが、できるだけWEB での参加をお願いし
ます。

　毎年、開催しておりました「消費者セ

ミナー」及び「第 7 回よか街福岡」は新

型コロナウイルス感染症の影響により、

中止となりました。

　新型コロナウイルス感染症は住環境にも深く影響を与えており、入居者から管理会社に対し
て「在宅勤務なのに隣の声がうるさくて仕事にならない」といったクレームがきているそうです。
　今後、こういった生活様式の変化から起こるトラブルについて議論していく必要性が高まっ
ていくものと思われます。

編集後記

人材育成委員会からのお知らせ 消費者セミナー・よか街福岡
中止のお知らせ

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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