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・ 年頭所感
・ スクレイピング行為の禁止などを追加
  ふれんず規程変更のお知らせ

昨年は新語・流行語大賞で「3密」が選ばれるなど、
新型コロナウイルスに振り回された一年であったと
思います。今までの当たり前が当たり前ではなくな
り、マスクの着用や手指消毒、ソーシャルディスタン
スの確保は日常的な光景となりました。
そんな刻一刻と変わっていく社会情勢に対応し、会
員の皆様のお役に立てるよう今年も事務局一同努
めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（事務局編集担当者）

竈門神社（太宰府市）



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、昨年は、「今年の漢字 1 位」となりました「密」
に象徴されますとおり「新型コロナウイルス」が我が
国のみならず全世界において、その猛威を振るった一
年でした。政府の Go To キャンペーンの効果で、宿
泊施設や飲食店などの稼働率は上がりましたが、元の
水準には戻っておらず、再び感染が拡大する中、昨年
末には Go To キャンペーンが全国一律停止に追い込
まれました。朗報としては、昨年末より米国にてワク
チンの接種が始まり、日本でも早ければ本年 3 月には
接種が始まります。本年は、感染対策と経済活動の両
立をいかに図るかが試される一年となるでしょう。

コロナ禍の中、私たちの働き方も大きく変わりまし
た。その主なものに Web 会議の浸透があげられます。
特に全国宅地建物取引業協会連合会など遠方から参加
しなければならない会議については、Web 上で実施
するようになりました。宅建業界としても、売買取引
の IT 重説（重要事項説明をパソコンやテレビ、スマ
ホなどでインターネットを介して行うこと）の社会実
験の期間が延長され、昨年 9 月からは賃貸取引におけ
る重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社
会実験も開始されました。今後、コロナ禍において
IT 重説の本格運用が早期実現するかもしれません。

本会としましても、コロナ禍において、会員報告会

の開催中止をはじめ、宅地建物取引士法定講習会の通
常開催に代わる自宅学習などこれまでに経験したこと
のないことに直面しました。さらに、ふれんずの PR
活動の核となる「よか街福岡」や「消費者セミナー」
についても、中止せざるを得ませんでしたが、緊急対
策としてテレビコマーシャルの拡大によりふれんずの
PR を続けることができました。

一方で、Web を活用した事業として、本部講習会
を動画配信し、好評を博しました。今後のセミナーの
あり方が変わってくるものと思います。

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、物件情報提供の拡充や
利便性の強化を図るとともに、B to B サイトの改修
など会員の皆様の業務支援に努めました。本年は会員
個別情報ページの提供サービスを開始します。

啓発活動・人材育成事業では、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の推進に努
めました。本年 2 月には県の補助事業である業者講習
会を開催しますが、本部講習会同様に動画配信も予定
しております。

地域社会への貢献事業では、常設不動産無料相談所

新型コロナに対応した事業展開により
消費者保護活動を持続

年頭所感年頭所感2021年
（令和3年）

2021年
（令和3年）

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、昨年は新型コロナウイルス感染症が発生し、
社会経済活動に多大な影響を及ぼしました。本県では
昨年 5 月に「緊急事態宣言」が解除された以降も感染
拡大防止対策を講じておりましたが、そのような中、
貴協会よりマスクを寄贈していただきました。県とい
たしましても温かい御支援に大変感謝しております。

また、昨年は令和 2 年 7 月豪雨により、県内の住家
被害が四千三百件余に上るなど甚大な被害が発生しま
した。本県では、一日も早い豪雨災害からの復旧・復
興を目指し、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、大牟田市における被災者向
けの民間賃貸住宅借上げ事業に御協力をいただきまし
た。重ねて御礼申し上げます。

さらに、本県では増え続ける空き家の活用・処分と
発生抑制を図るため、昨年 10 月に空き家活用サポー
トセンター「イエカツ」を開設いたしました。この「イ

エカツ」では、各種専門の関係団体と連携し、空き家
所有者等からの相談に応じるとともに、必要に応じて
その活用・処分の具体的な提案や専門事業者とのマッ
チングなどをワンストップで実施しております。貴協
会におかれましては、専門性の高い相談への対応や、
出張相談会への参加など、多大な御協力をいただいて
いるところです。

宅地及び建物は県民の生活の基本であり、社会経済
活動を支える重要な要素でもあります。県は引き続き、
宅地建物取引の公正を確保していくとともに、空き家
対策をはじめとする生活環境の改善や、住宅市場の活
性化に向けた施策に取り組んでまいります。貴協会の
より一層の御支援、御協力をお願いいたします。

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。

のほかに総務省、福岡県、福岡市、北九州市、久留米
市、大牟田市、柳川市へ相談員を派遣しており、本年
1 月からは新たに大川市へも派遣することとなりまし
た。2 月には県下 6 か所において不動産移動無料相談
所を開設する予定です。

また、昨年 10 月に福岡県が開設した「福岡県空き
家活用サポートセンター」へ相談員を派遣するなど今
後も各行政の空き家・空き地対策事業への協力を推進
して参ります。また、同月には「はじめての一人暮ら
し〜教材用 DVD 〜」を作成し、福岡県を通じて県下

179 の高等学校全校に寄贈しました。
さらに、昨年 7 月に発生しました「豪雨災害」への

対応としましては、会員の皆様の支援により特に被害
が大きかった大牟田市の被災者に対し、迅速な住宅提
供を行いました。今後は自然災害のほか感染症拡大防
止等の緊急事態に対し、他県への支援を含めた新たな

「積立金」の申請を行い、地域社会への貢献事業を展
開して参ります。

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

空き家対策事業のより一層の推進を
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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、昨年大きく変化したのが保険関連事業
です。これまで総代理店制度を行ってきた「AIG 損
害保険」の撤退・提携解消に伴い、他の保険会社との
事業継続を模索した結果、「あいおいニッセイ同和損
害保険（以下「あいおい」）」と業務提携し、「あいお
い宅建連携スキーム」及び「あいおい宅建紹介スキー
ム」をスタートすることとなり、引き続き「ふれんず
レンタキャプティブ」事業も継続することとなりまし
た。

しかしながら、昨年はコロナ禍による全国的な緊急
事態宣言の発動などを受け、新たなスキームや商品紹
介等に関する研修やシステム説明の機会がなかなか得
られず、会員株主の皆様には大変ご迷惑をおかけした
ことと深くお詫び申し上げます。一括払いなら一般の
保険契約に比べて割安となる「集団扱制度」や宅地建
物取引の重要事項説明等のミスに伴う損害賠償請求額
を補償する「宅建業者賠償責任保険」などの商品も充
実して参りましたので、本年は、WEB 研修動画や
zoom 等の WEB 会議ツールを活用しながら非対面で
の研修体制を整え、皆様の保険代理店業務をしっかり
サポートして参ります。

また、あいおい保険代理店以外の株主会員の皆様に
向けては「宅建ファミリー共済」と業務提携を行い、
賃貸物件の火災保険については、ノルマもほとんどな
く事務処理も簡単な少額短期保険が利用できるように
いたしました。これら保険関連全体事業について、よ
り一層の制度周知、代理店数や取扱件数の拡大とあわ
せて、損害率の抑制対策の拡充等を図って参る所存で
す。

会館管理事業においては、昨年、当社の本館建物が

築 32 年を経過したため、商品販売や会員業務支援の
核としての役割を維持するために、大規模な外壁補修
工事を行いました。これによって、次代に事業基盤を
引き継いでいけるものと考えております。

更に本年は、未だ収束の兆しが見えないコロナ禍と
それに端を発する IT 化促進という社会情勢に鑑み、
研修事業を WEB 化に切り替えるほか、商品販売につ
いては、会館店舗及びネットショッピングにおいても
クレジットカード決済を導入することを決めました。
非対面による研修や商品購入等の利便性が格段に向上
するものと期待しております。

流通事業については、宅建協会と協働し、BtoB サ
イト（業者間サイト）の更なる充実や機能改善を行う
とともに、コロナ禍で来店者数・契約件数が減少した
であろう会員株主をサポートするために、「ふれんず」
のテレビ CM の放映本数増加に取り組みました。1 件
でも多く成約件数がアップすれば幸いです。

当社としましては、今後も皆様の更なる業務支援の
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。

株式会社　福岡県不動産会館

代表取締役　榎 本  敏 己

コロナ禍という未曽有の危機を乗り越え、
更なる業務支援体制を強化
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令和 2 年秋の褒章において、宅建協会の元副会長で
ある小栁好明氏〔春日ホーム（株）代表取締役会長〕
が栄えある黄綬褒章を受章され、11 月 6 日に福岡県
庁において受章式が執り行われました（新型コロナウ
イルス感染防止の観点等から伝達式は中止となりまし
た）。

今回の受章は、多年に亘って宅地建物取引業に従事
し、宅地建物取引業を通して、地域住民の生活の向上
に多大な貢献をし、宅地建物取引業界の健全な発展と
資質の向上、地域の発展に寄与した功績によるものです。

小栁氏は平成 9 年度に理事へ就任すると、平成 14
年度〜 15 年度及び平成 18 年度〜 19 年度には行政連
絡委員長（現住環境整備委員長）として、豊かな住空
間、生活環境作りのための活動に取り組み、福岡県内
各警察署、消防署、税務署等と強固な連絡網の構築を
行いました。平成 15 年度〜 17 年度は賃貸不動産管理
等特別委員長（現賃貸市場整備委員長）として、賃貸
住宅退去時の敷金精算問題について、「賃貸業務の手

令和 2 年国土交通大臣表彰を宅建協会の鶴田誠二常
務理事・相談所運営委員長が受賞され、11 月 25 日に
国土交通省において表彰式が行われました。

今回の受賞は多年に亘る宅地建物取引業への精励と
団体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。

鶴田氏は、平成 24 年度から現在に至るまで県本部
理事として活躍されています。平成 26 年度〜 27 年度
までは、不動産広告担当理事として、（一社）九州不動
産公正取引協議会の運営に携わり、不動産広告表示に
係る問題解決に尽力しました。平成 28 年度からは、相
談所運営委員長・保証協会福岡本部苦情解決委員長を
務め、相談所運営委員長として常設の不動産無料相談
所、行政機関と共催する相談所、移動無料相談会の運

引書」の作成等を行い、その解消に取り組みました。
平成 24 年度には不動産広告担当理事として、消費者
へ安全な不動産取引の機会を確保するため、不動産広
告の自主規制活動に尽力しました。平成 28 〜 29 年度
には副会長を務め、会員業者の資質の向上と宅建協会
発展のために貢献されました。

小栁氏は平成 19 年には福岡県知事感謝状、平成 29
年には国土交通大臣表彰を受賞しておられます。

営・管理を行い、苦情解決委員長として消費者と会員
の間でトラブルが生じた際に、適切な助言等を行うこ
とで早期解決を図る苦情解決業務に尽力されています。

鶴田氏は平成 29 年に福岡県知事感謝状を受賞して
おられます。

小栁好明元副会長受章令和2年 秋の黄綬褒章

鶴田誠二常務理事・
相談所運営委員長受賞令和2年 国土交通大臣表彰

【小栁氏コメント】
　これもひとえに周り
の皆様のご支援とご指
導の賜物と深く感謝し
ております。
　これからもより一層研
鑽を積んでまいります。

【鶴田氏コメント】
　この度は栄えある表
彰を頂きありがとうござ
いました。諸先輩を見習
いこれからも精進して
まいります。
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会員の皆さまにご活用いただいている不動産情報ネ
ット「ふれんず」ですが、近年、ふれんずシステムに
負荷をかける不正アクセス行為やふれんずの情報を許
可なく自社ホームページに掲載する行為など、ふれん
ずの安定的な運営や適正な不動産流通を妨げる行為が
見受けられるようになりました。

そこで上記の行為を禁止するため、宅建協会ではふ
れんず規程の変更を行い、令和 3 年 4 月 1 日より施行
することとなりました。また、規程の具体的な禁止行
為を定めた「ふれんず利用ガイドライン」も新たに制
定します。
　4 月 1 日以降、禁止行為が見受けられる場合は、指
導の対象となりますので、ご注意ください。なお、指
導が続く会員に対しては、ふれんずの利用停止処分を
行う場合もあります。
　新しい規程につきましては、後日、詳細を宅建協会
ホームページに掲載予定ですのでご確認ください。
（全会員共通の ID・パスワードが必要です）
なお、令和 3 年 4 月 1 日以降、一定期間は業者間サ

イト（BtoB サイト）へのログイン時に新規程の内容
に同意しなければふれんずを利用できない仕様となり
ます。円滑な不動産取引促進のため、趣旨をご理解い
ただき、ご協力くださいますようお願いします。

主な変更点

①スクレイピング行為等の禁止
スクレイピング行為とは、WEB上から必要な
データを機械的に収集する行為を言います。こ
のような行為等は、システムに負荷をかけ、安
定的な稼働に支障をきたす場合があるため、ス
クレイピング行為やウェブサイトから情報を抽
出する一切の行為を禁止します。また、システ
ム会社に自社のふれんず ID・パスワードを渡し、
情報を抽出させることも禁止行為となります。
---------------------------------------------------------------------

②データベースの作成、第三者提供の禁止
ふれんずが提供する情報を利用、加工などし
て第三者に対して有償無償を問わず情報提供サ
ービスを行うことや、宅建協会の事前の承諾な
くして、不動産に関するデータベースを作成し、
そのデータベースを第三者に提供することを禁
止します。
---------------------------------------------------------------------

③運営規程等に付随したガイドラインの策定
現在の規程では、分かりにくい部分の具体的
な禁止例を記載した「ガイドライン」を策定し
ます。
ガイドラインの一例として、消費者より「ふ
れんずに掲載されていない費用を追加で請求さ
れた」とのクレームが多く寄せられているため、
契約時の必須条件になっている費用は必ず掲載
するよう定めています。記載がない場合は、「不
動産の表示に関する公正競争規約」違反及びふ
れんず規約違反となります。
賃貸の場合、鍵交換代や駐車場プレート代な
どの項目・費用の記載漏れが多いため、今一度、
登録内容をご確認ください。

スクレイピング行為の禁止などを追加
ふれんず規程変更のお知らせ
スクレイピング行為の禁止などを追加
ふれんず規程変更のお知らせ
スクレイピング行為の禁止などを追加

～より良いふれんずの運営のため、規程遵守にご協力をお願いします～

第 542 号　　2021 年（令和 3 年）1 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）



宅建協会（加藤龍雄会長）は、10 月 23 日に太

宰府市と「太宰府市における空家等対策に関する

協定書」を、11 月 4 日には大川市と「空き家等

の適切な管理の促進に関する協定書」をそれぞれ

締結し、各市庁舎にて調印式が執り行われました。

太宰府市の楠田市長からは、コロナ禍による生活様
式の変化によって住まいに対する価値観も変わりつつ
あり、市の住環境をアピールして空き家物件を活用し
たワーケーションやテレワークを推奨する取り組みを

始めていることなどの話がありました。
大川市の倉重市長からは、高齢化が進んでいること

もあって市内には 1700 件程度の空き家が存在してお
り、過去に一度行政代執行を経験したためそのような
状況にならないよう宅建協会と連携して未然防止に努
めていきたい旨の話がありました。

宅建協会は、市内の空き家等相談会などに会員を派
遣することで、市が取り組む空き家の予防管理・活用
流通に不動産の専門家としての立場から協力してい
き、太宰府市民ならびに大川市民の安全と、自然豊か
で風光明媚な住環境の保護に貢献していきたいとして
います。

　宅建協会相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、
令和 2年 11月 6日、12日、13日、16日の 4日間、
「不動産相談員ブロック研修会」を保証協会福岡本
部と合同で開催しました。本研修は、不動産会館 6
階研修ホールにて行われ、例年より回数を 1回増や
し接触人数を減らすなど、新型コロナウイルス感染
拡大防止策を講じました。

　第 1部では、相
談員をいくつかの
グループに分け、
売買・賃貸・管理
の 3 種類の設問
に対して、グルー
プディスカッショ

ンを行いました。苦情解決業務に該当する相談か否
か判断し、相談者へのアドバイス内容を議論し、各
班の代表者から発表がありました。その後、事務局
担当者より各設問の解説が行われ、契約書の解釈や
実務での対応など、様々な意見や質問がありました。
　第 2部では、事務局担当者より電話相談票と来所
相談票の記入方法、苦情解決業務・弁済業務の流れ
についての説明と 7月に行われた新規不動産相談員
資格認定研修会の試験にて、正答率が低い問題の復
習と解説が行われました。
　今年度のブロック研修会は、不動産相談員にとっ
て様々な知見の習得や情報収集の場となりました。
研修内容を生かした不動産相談員の益々の活躍が期
待されます。

空き家等対策に関する協定を締結空き家等対策に関する協定を締結
とと　　　　・　　　　・太宰府市太宰府市　　　　  大川市　　　　  大川市

しました

を開催しました！令和２年度不動産相談員ブロック研修会
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（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は 2021

年 1 月に改定される火災保険の改定研修を、福岡

県で 7 回、大分、佐賀、熊本、鹿児島、長崎の各

県で 6 回、計 13 回開催し 250 社を超える宅建

連携代理店の参加がありました。

今回は 2017 年、2018 年の損害実績で各県別に保険
料が改定されており、自然災害の少なかった福岡県、
佐賀県、大分県、長崎県は大幅な引き下げ、保険金支

従来の火災保険では補償されない様々な事故が発生しており、補償をカバーするオプショ

ン特約が用意されています。来年から福岡県は保険料が大幅に引き下げになりますので、更

新の際は特約を付けた見積でご提案ください。以下は特に注目されている特約です。

＜ニーズの高い5つの特約＞

　1．特定機械設備水災補償特約（浸水条件に関係なく機械設備の水災事故を補償します。）
　2．家賃収入特約（火災保険対象の事故を原因とした家賃収入の損失を補償します。）
　3．家主費用特約（孤独死や自殺など心理的瑕疵による賃料損失を補填します。）
　4．賃貸建物所有者賠償特約

　　　（エレベーター等の建物の所有管理に原因とする賠償を補償します。）
　5．類焼損害・失火見舞費用特約（火災事故等によって近隣に与えた損害を補償します。）

払が多かった熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県は大
幅引き上げとなります。

福岡県の例では、新築の場合は木造住宅で 40% 以
上、鉄骨住宅で 30% 以上保険料率が下がります。講
師からは、お客様へ他社よりも早く改定情報をお知ら
せするとともに、年内にお見積りを提出し、長期契約
への切替や補償の充実について提案するように話があ
りました。

また、AIG では引受規制が厳しかったアパート・
マンションの一棟契約や築 10 年以上の戸建ての長期
契約などが、あいおい損保に代わることで取り扱える
ようになったため、8 月以降は毎月、建物の火災保険
は昨年実績を超える販売件数となっていますのでこの
機会を逃さず管理物件のオーナー様に積極的に情報提
供をしてください。研修会の動画は協会ホームページ
に掲載していますので是非、ご視聴ください。

＊ �ID、パスワードは（株）福岡県不動産会館保険事
業部にお問い合わせ下さい。TEL092-631-6000

更新時の見積には特約を付け補償範囲の拡大を提案ください。

を 九州各県 で
13回開催いたしました。

（株）福岡県不動産会館

「火災保険の改定研修会」

第 542 号　　2021 年（令和 3 年）1 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）



博多支部（角田幸雄支部長）は、犯罪被害防

止として、児童に配布する啓発用下敷き「いか

のおすし」を 1 万枚製作。令和 2 年 11 月 11

日に福岡県警博多警察署で贈呈式を行いました。

「いかのおすし」とは、「行かない」「乗らない」「大
声で叫ぶ」「すぐ逃げる」「知らせる」の頭文字を並べ
た防犯標語。「自分の身は自分で守る」という防犯意
識の向上、犯罪の被害を受けないための注意喚起とし
て作られたものです。この下敷きのキャラクターは、
東京オリンピック・パラリンピックマスコットに選ば

福岡西支部（鶴田誠二支部長）は、令和 2 年 11 月
17 日に糸島警察署にて糸島市防犯協会へ青色防犯灯
装備車（青パト）を寄贈しました。同支部の青パト寄
贈は初めてで、寄贈式には福岡西支部、糸島市防犯協
会、月形祐二糸島市長が参加しました。

寄贈された青パトは市内のパトロールに使用され、
地域の防犯活動に役立てられる予定です。鶴田支部長
は「安全・安心で住みよいまちづくりにこれからも協
力していきたい」と話しています。

南部支部（宮内久滋支部長）は、令和 2 年 10 月 14
日に福岡南警察署にて宮竹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 12 回目の寄贈となります。

寄贈式には南部支部、宮竹校区自治協議会のほか、
南警察署などの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。

れた「ミライトワ」と「ソメイティ」の製作者として
おなじみの谷口亮氏がデザインしています。

福岡西支部が 青パト を初めて寄贈！

南部支部が通算12台目となる 青パト を寄贈！

博多支部が博多署へ啓発用下敷き「いかのおすし」を贈呈
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福岡市ホームページより 　　で検索！！水洗便所改造資金貸付

福岡市ホームページより 　　で検索！！私道や低地の場合

水洗化に関するお願い 

 公共下水道の整備により，水処理センターで汚水処理が可能となった区域は，「処理区

域」として告示され，その区域内の建物所有者には，下水道法および福岡市下水道条例

により，以下のことが 義務付けられています。 

 本市では，水洗化普及促進のため様々な制度を設けておりますので，建物所有者様と

打ち合わせ等をされる機会がありましたら，お伝えいただきますようお願い申し上げます。 

Ø 水洗便所改造資金貸付･･･改造しようとする便所１カ所につき，４３０，０００円 

以内を無利息で貸付けます。（40 ヵ月均等償還。） 

■ホームページ掲載場所 

Ø 私道助成金･･･私道部分の排水設備工事費総額の２/３以内を助成します。 
※ その後の維持管理は所有者の負担となります。 

Ø 低地助成金･･･ポンプ施設の設置工事費全額を助成します。 
          ※ その後の維持管理（点検，修理，電気代等）は所有者の負担となります。 

■ホームページ掲載場所 

Ø 地上権設定による下水道整備･･･本市が定める条件を満たす場合，私道に地上権を 

設定し，下水道管の整備およびその後の維持管 

理を本市で行います。 

※ 各制度の利用には条件がありますので，詳細は本市 HP または下記へお問い合わせください。 

（１）くみ取り便所は、処理開始日から３年以内に水洗便所に改造しなければなら

ない。（下水道法第 11 条の３） 

（２）し尿浄化槽を設置している方は、排水先を６ヵ月以内に下水道本管(公共ます)

に接続しなければならない。（福岡市下水道条例第４条） 

（３）台所、風呂場、その他の汚水の排水先を６ヵ月以内に下水道本管(公共ます)

に接続しなければならない。（福岡市下水道条例第４条）

＜福岡市からのお願い＞

排水設備助成金

水洗便所改造資金貸付

その他の制度

＜お問い合わせ＞

福岡市道路下水道局管理部下水道管理課 

電話：092-711-4534 
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.10.01 〜 R02.11.30

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）
大臣 9787 ㈱ Lib　Work福岡かすや支店 宮原　啓人 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿 192-1 092-405-0065 092-405-0064 R2.11.10

東部支部 （01） 18985 グラングッド不動産㈱香椎店 出渕　義則 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-11-15 092-663-1616 092-663-1617 R2.10.9

東部支部 （01） 19459 エイチ・マリー㈱ 宮元　篤紀 福岡県福岡市東区松島 1-29-6-209 092-624-0039 092-624-0039 R2.10.13

東部支部 （01） 19508 ひまわり不動産㈱ 川﨑　高裕 福岡県福津市中央 6-16-3 0940-42-8088 0940-42-8089 R2.11.26

博多支部 （01）
大臣 9788 アークシステムテクノロジーズ㈱ 定村　吉高 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-

11-9F 092-433-7330 092-433-7332 R2.10.9

博多支部 （01） 19431 はじめ土地建物 野口　裕史 福岡県福岡市博多区住吉 5-19-25-
103 092-710-4731 092-710-4731 R2.10.9

博多支部 （01） 19452 ㈱MRE 玉井　修 福岡県福岡市博多区千代 1-19-21
J メゾン 801 092-292-7817 092-292-7875 R2.11.10

博多支部 （01） 19464 ㈱MONO　STYLE 稲田　令 福岡県福岡市博多区諸岡 6-21-7-
110 092-231-2106 092-231-2106 R2.10.14

博多支部 （01） 19478 ㈱ HAPPY　PLAN 髙山　大輔 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-6-
14-201 092-409-8973 092-409-8974 R2.11.10

博多支部 （01） 19480 ㈱エキナン地所 田代　慎悟 福岡県福岡市博多区博多駅南
5-21-2 092-710-5331 092-710-5332 R2.11.10

博多支部 （01） 19488 ㈱み屋 宮崎　一也 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-25 092-419-7055 092-510-7042 R2.11.10

博多支部 （01） 19490 （同）KM企画 三浦　康司 福岡県福岡市博多区祇園町8-12-406 092-517-6283 092-517-6283 R2.11.16

中央支部 （04）
大臣 6392 ㈱インテリックス福岡店 中村　博将 福岡県福岡市中央区天神 3-4-5 092-739-8088 092-739-8100 R2.10.9

中央支部 （01）
大臣 9709 Hilton�Grand�Vacations�Japan（同）

福岡バケーション・ギャラリー 堀田　尚平 福岡県福岡市中央区地行浜 2-2-3
ヒルトン福岡シーホーク 4階 092-286-2077 092-286-2078 R2.11.10

中央支部 （01）
大臣 9831 原田建物㈱福岡事務所 竹内　和真 福岡県福岡市中央区渡辺通 1-9-2

セントラルハイツ 4階 407 号室 092-718-7807 092-718-7808 R2.11.27

中央支部 （01） 19473 ARTEMA 尾方　雄也 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-
409 092-712-7313 092-712-7314 R2.11.10

中央支部 （01） 19497 ㈱ PRESENTS 森貞　裕也 福岡県福岡市中央区赤坂 1-14-22
センチュリー赤坂門ビル 3階 092-401-0292 092-401-0293 R2.11.18

中央支部 （01） 19499 ㈱プロシードデザイン 友納　啓之 福岡県福岡市中央区赤坂 2-4-5
シャトレサクシーズ 208 092-791-4080 092-791-4081 R2.11.20

南部支部 （01） 19448 ㈱日盛リアルエステート 前田　真介 福岡県福岡市南区屋形原 2-20-23 092-408-8333 092-408-8338 R2.10.9

南部支部 （01） 19457 ㈱ KOTOBUKI 金本　邦夫 福岡県福岡市南区柳瀬 1-8-28 092-501-4001 092-501-4010 R2.10.9

南部支部 （01） 19476 ㈱ e－ roomエステート 橋本　大介 福岡県福岡市南区野間 1-2-9 092-557-9001 092-557-9002 R2.10.26

南部支部 （01） 19481 ㈱ネクストサイン 中野　春江 福岡県福岡市南区井尻 2-2-32 092-576-9165 092-581-8264 R2.11.10

筑紫支部 （02）
大臣 8701 イーグルハウス㈱二日市店 後藤　史明 福岡県筑紫野市二日市中央 4-11-1 092-918-1276 092-918-1259 R2.10.9

筑紫支部 （01） 19454 ㈱ FPサンライズ 日野　修治 福岡県春日市原町 1-105-1 092-558-1955 092-558-1962 R2.10.7

筑紫支部 （01） 19460 ㈱ジェネレーション 德永　直樹 福岡県筑紫野市原田 3-20-12 092-555-4446 092-555-4447 R2.10.13

筑紫支部 （01） 19463 ㈱コンサルティングマインド 中川　正 福岡県太宰府市五条 5-16-1 092-921-1126 092-921-1126 R2.10.14

筑紫支部 （01） 19468 トライ不動産㈱ 今村　武史 福岡県朝倉市馬田 1600 0946-24-3149 0946-24-3149 R2.10.19

福岡西支部 （01） 19442 ㈱ corindo 德留　英太 福岡県福岡市早良区西新4-4-23-1F 092-831-3355 092-831-3356 R2.10.9

福岡西支部 （01） 19453 リベルホームエステート㈱ 木村　寿明 福岡県福岡市西区姪の浜 3-4-3
プログレス姪浜 803 092-775-5857 092-775-4659 R2.10.9

福岡西支部 （01） 19458 ㈱ウエストリアルティ 佐野　亮 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-5-1 092-894-4900 092-894-4901 R2.10.13

北九州支部 （01） 19461 ㈱ EVISU 桐井　雄介 福岡県北九州市八幡西区則松
7-17-45 093-616-1873 093-330-4496 R2.10.14

北九州支部 （01） 19462 ㈱大信住器 元吉　敏文 福岡県北九州市小倉南区若園 4-3-25 093-964-2000 093-964-2222 R2.10.14

北九州支部 （01） 19474 吉浦海運㈱ 吉浦　久行 福岡県北九州市小倉北区菜園場
2-6-10 093-571-3650 093-571-3680 R2.10.19

北九州支部 （01） 19482 ㈱ in　the　house 増田　周介 福岡県北九州市小倉北区弁天町
5-2-1101 093-383-0874 093-383-0875 R2.11.5

北九州支部 （01） 19486 ひかり不動産㈱ 佐藤　光義 福岡県北九州市小倉南区徳力 2-2-30
サンライズ徳力 102 093-967-7253 093-967-7254 R2.11.6
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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） 19507 ㈱アーバンエステート 黒本　達也 福岡県北九州市八幡東区大蔵 2-4-4 093-482-6955 093-647-2258 R2.11.26

北九州支部 （01） 19509 ㈱ユメテラス 田中　浩樹 福岡県行橋市西泉 3-1-12 0930-26-2103 0930-26-2104 R2.11.27

久留米支部 （01） 19447 ㈱ KTハウジング 梅野　清隆 福岡県久留米市東合川 3-1-18 0942-43-6910 0942-43-6901 R2.10.9

久留米支部 （01） 19451 ㈱貴重企画 小犬丸　信 福岡県久留米市合川町 1156 0942-43-1967 0942-43-1988 R2.11.10

久留米支部 （01） 19484 ㈱エポック 添島　慎輔 福岡県久留米市荒木町荒木 1289-14 0942-27-3300 0942-26-8879 R2.11.10

久留米支部 （01） 19489 ㈱ 123 不動産 中島　康貴 福岡県久留米市荘島町 14-8 0942-27-9321 0942-27-9622 R2.11.10

久留米支部 （01） 19494 泰正不動産 田嶋　正和 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈
1761-14-2 0942-48-1478 0942-48-1481 R2.11.18

久留米支部 （01） 19495 東和地所 橋爪　靖二 福岡県久留米市東櫛原町 1428 0942-31-4528 0942-31-5375 R2.11.18

県南支部 （01）
大臣 9120 大東建託リーシング㈱大牟田中央店 田尻　準一郎 福岡県大牟田市船津町 244-1 0944-59-1052 0944-59-1063 R2.11.10

県南支部 （01） 19493 ㈱おふぃす ai 企画 齊藤　顕子 福岡県八女市本町 1-92 0943-30-2333 0943-30-2500 R2.11.17

県南支部 （01） 19498 マッチング不動産㈱ 小林　昭洋 福岡県八女郡広川町大字長延 50-2 0943-33-1760 0943-33-1760 R2.11.19

筑豊支部 （01） 19411 ㈱グッドハウス 吉田　龍馬 福岡県田川市大字夏吉 1228-5 0947-23-0318 0947-23-0318 R2.10.9

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.10.01 〜 R02.11.30

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 退会日

東部支部 （03）
大臣 7144 Apaman　Property ㈱吉塚店 櫻木　有世史 福岡県福岡市東区馬出 1-1-2

平野ビル 1階 R2.11.26

東部支部 （09） 8992 ㈲葵不動産 渡辺　了 福岡県糟屋郡志免町志免 3-1-7 R2.10.14

東部支部 （04） 14370 奈多駅前不動産 今林　茂利 福岡県福岡市東区奈多 3-5-5 R2.11.20

東部支部 （01） 18600 ㈱ユーミーネットパートナーズユーミーネット粕屋店 野々宮　透 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東 6-4-37
（ハーミットクラブE号室） R2.11.9

博多支部 （10）
大臣 3195 ㈱ハウスメイトパートナーズ西日本法人課九州 作田　剛 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5

アサコ博多ビル 4F R2.11.20

博多支部 （04） 14863 九州 REEDコーポレーション㈱ 得丸　正英 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-8-31
（九州ビル 8階） R2.11.4

博多支部 （02） 16602 プロシスコーポレーション㈱ 春日　浩美 福岡県福岡市博多区対馬小路 11-3-203
（イトーピア天神東） R2.11.20

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 R2.11.20

中央支部 （01）
大臣 9482 ㈱パラドックス天神店 伊藤　加菜 福岡県福岡市中央区天神 3-4-5-3F R2.11.27

中央支部 （01） 18972 ㈱ ONE　TO　ONE 田川　亜沙美 福岡県福岡市中央区赤坂 1-7-23
赤坂弁護士ビル 3F R2.10.21

筑紫支部 （01）
大臣 9049 アサヒアレックスホールディングス㈱福岡支社 長田　貴文 福岡県太宰府市大佐野 3-1-3 R2.10.19

福岡西支部 （08） 10465 西峰協産 甲斐田　正生 福岡県福岡市早良区室見 2-6-5-102 R2.11.25

福岡西支部 （01） 18011 筑紫地建 吉村　和夫 福岡県福岡市城南区干隈 2-24-36-1 R2.10.26

北九州支部 （12）
大臣 2354 三菱ケミカルエンジニアリング㈱黒崎事業所 藤井　俊夫 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石 1-2 R2.10.19

北九州支部 （12） 5418 ㈲苅田不動産 辻　仁美 福岡県京都郡苅田町尾倉 3-2-2 R2.11.17

北九州支部 （01） 19044 ㈱エム・ビー・アイ 松尾　眞也 福岡県行橋市行事 8-8-10 R2.10.9

久留米支部 （07） 12091 東和地所 野村　泰弘 福岡県久留米市東櫛原町 1428 R2.11.27

久留米支部 （01） 17953 ㈱ジャスティスアンドパートナーズ上津バイパス店 多田羅　健一郎 福岡県久留米市荒木町白口 1372-2 R2.11.13

県南支部 （08） 9894 入部不動産 入部　光功 福岡県八女市新庄 1203-3 R2.10.23

県南支部 （04） 14267 ㈲佐々木設計室 佐々木　義則 福岡県大川市大字大野島 423-1 R2.11.20

筑豊支部 （04） 15348 酒井不動産 酒井　博好 福岡県宮若市宮田 4500-13 R2.10.7
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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。（ 3 月～ 5 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H�33（R３）年 8月 3/18（木）・3/19（金）アクロス福岡、3/16（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年１月上旬

H�33（R３）年 9月 4/15（木）・4/16（金）アクロス福岡、4/20（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年２月上旬

H�33（R３）年10月 5/20（木）・5/21（金）アクロス福岡、　北九州会場開催なし Ｒ３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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　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？

　宅建業法施行規則の改正により、水防法第 15条第 3項の規定に基づいて市町村が作成する
洪水・雨水出水・高潮のハザードマップを用いての重説が必要となりました。
　今回の改正で説明義務があるのは、あくまでも上記の 3つのハザードマップです。水防法に
基づかず、市町村が任意で作成したハザードマップや、「ため池ハザードマップ」等の水防法以
外の法律に基づくハザードマップは今回の改正の説明義務の対象とはなりません。

編集後記

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。

日　　程 会　　場

令和３年� ２月 � 2 日（火） のがみプレジデントホテル

令和３年� ２月 � 3 日（水） アクロス福岡シンフォニーホール

令和３年� ２月 � 9 日（火） 石橋文化ホール

令和３年� ２月 10日（水） 北九州国際会議場

　本部講習会と同様に、会場とWEBの同時開催となります、講義内容については、新しく制定された賃
貸管理業務等適正化に関する法律についての解説や不動産取引のトラブル事例を中心に講義する予定です。

日時・会場

《 会 員 名 簿 訂 正 の お 願 い 》
　11月にご送付いたしました会員名簿に誤りがありました。
　下記のとおり訂正の上、お詫びいたします。（下線の部分が訂正箇所）

頁 免許番号 商号 代表者名 電話番号�
FAX番号 郵便番号 住所 宅地建物取引士

67 ⑨ 9031 福伸不動産 辻原　志信 092-431-6939�
（F）092-431-6977� 812-0016 福岡市博多区博多駅南 3-9-1 辻原　志信

107 ④ 15227 ㈲ライフベース 迫野　正利 　�092-522-1818�
（F）092-522-1817 810-0013 福岡市中央区大宮 1-5-22-1 号 迫野　正利

134 ⑤ 13666 ㈲アイワ不動産 若杉　孝 　�092-924-5700�
（F）092-924-0133 818-0135 太宰府市向佐野 1-1-1 若杉　昭仁

業者講習会のお知らせ
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※送料 1,100 円となります。

但し、合計金額が 11,000 円以上の場合、送料無料です。

下記【注文票】にご記入の上、（株）福岡県不動産会館までご注文ください。

担当：錦戸

ご商号

電話番号 FAX 番号

ご住所 注文数

注文

方法

（株）福岡県不動産会館おすすめ書籍

民法改正対応！

令和２年４月に施行された新民法（債権法）に対応した内容に更新し、最近

の取引における留意点も新たに追加され充実した内容となっています。契約書

式作成の際、ご活用ください！

重要事項説明書の書き方：２，６４０円（税込）

売買契約書の書き方：２，４００円（税込）

「わかりやすい重要事項説明書の書き方」、

「わかりやすい売買契約書の書き方」販売開始！！

FAX :（０９２）６３１－３３５０
TEL :（０９２）６３１－３３３３

重説の書き方：
契約書の書き方

部

部：
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