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阿蘇山を水源として九州地方北部を東から西に熊
本・大分・福岡・佐賀の４県を流れ有明海に注ぐ川
である。
又、毎年８月５日には西日本最大級の筑後川花火
大会も開催されます。
約１万8,000発の花火が夏の夜空に打ち上げら
れ、筑後川の川面を美しく彩ります。

（久留米支部　㈲ジパング不動産情報　宮崎 博彰 氏）

筑後川
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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。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。
令和 2年度の事業に関しては、昨年初めから猛威を振るい始めた新型コロナウイルス感染症が

日本全国に蔓延し、感染拡大防止の観点から、公益事業である「よか街福岡」をはじめ、「消費
者セミナー」や県下 6カ所で開催予定だった「不動産移動無料相談会」等各委員会事業を中止せ
ざるを得なかった。
また、今年に入り福岡県も緊急事態宣言の対象となり、令和 3年度の事業が例年通り遂行でき

るかは不透明ではあるが、本年度にWeb 会議や業者講習会・本部講習会等のWeb 視聴の導入
など新たな取り組みでコロナ禍における事業のあり方を再確認することができた。令和3年度は、
このような取り組みについて継続、さらに本・支部において録画、編集した動画データを共有化
し、会員への情報提供の拡充が重要であると考える。
なお、これを機に売買取引の 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た。今後、コロナ禍におい
て IT 重説の本格運用が加速することも予想され、電子署名や押印廃止の動きなども注視し、対策、
検討を行っていきたい。
さらに、昨年 6月に成立した賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が昨年 12 月に一部

施行され、業界が注目する「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」については本年 6月に施行
予定であり、管理戸数が 200 戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録が義務付けら
れる。また、事務所毎に賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者（業務管理者）を 1名以上配置
する必要があり、業務管理者が管理・監督できない状況下では管理受託契約を締結できなくなる。
なお、業務管理者となるための資格試験も始まり、賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士資格
者については、移行講習を受講することにより業務管理者資格を取得することができる措置もと
られる。
「調査研究・情報提供事業」では、本会は、不動産情報ネットふれんずを展開しており、ふれ
んずは※（公社）西日本不動産流通機構（西日本レインズ）のサブセンターとして機能している。
しかし、これまでこのサブセンター方式を採用する西日本レインズで独自に開発、発展させてき
た「レインズシステム」については、本年末までの運用となり、来年 1月より（公財）東日本不
動産流通機構（東日本レインズ）が構築した新たなレインズシステム（統合システム）を採用す
ることとなる。現行のサブセンター一体型のレインズシステムから統合システムへ移行すると、
統合システムへの物件登録がふれんずからのデータ転送となり、現行のようなシームレスな検索
ができなくなる可能性も出てくる。このような問題点の検証が十分になされないまま統合システ
ムへ移行することに対し、本会としては、少なくとも現状のままでは賛成できない立場をとって
きた。いずれにしても、このような結果となった以上、本会としては、会員の利便性等を考慮し
今後も引き続き、問題点の解消に向け取り組んでいきたい。
「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、併せて、会員実態調査や会員指導、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、昨年 10 月に福岡県が開設した「福岡県空き家サポートセンター」
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いきたい。
また、消費者を対象とした「よか街福岡」や「消費者セミナー」についても、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を見ながら実施に向け、ふれんずの PR 活動や相続税対策など通じ社会貢献事

令和３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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業を展開したい。さらに、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たい。
国内では新型コロナウイルス感染症のワクチン接種も始まり、本会としては、同感染症の終息

を祈念しつつ、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 3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。

※西日本レインズ・・・�国土交通大臣が指定する全国 4 つの不動産流通機構の 1 つで、岡山県
以西の中国・四国・九州 17 県の業者団体が加盟している。

1．事業体系
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。

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、会員数の増加や本年度
㈱福岡県不動産会館の収益減により同社からの寄
付金が得られないことから、管理費を増額したこ
とにより、おおよそ 550 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各委員会ごとに
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。

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。なお、業者講
習会や本部講習会については、Web 視聴もでき
るようにする。

また、全宅連が実施する認定資格事業「不動産
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
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県下で開催する不動産移動無料相談会の開設。な
お、本年度常設相談所内の各相談ブースに設置し
たパソコンによる相談内容の一元管理、情報共有
化、業務体制の効率化に努めたい。

また、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、福岡県との災害協定に基づく住宅情報の
提供、住まいの健康診断（インスペクション）事
業や空き家バンク運用を通した流通活性化に関す
る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＞

IT を活用した賃貸管理業務の研究、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。

昨年 6 月に成立した賃貸住宅の管理業務等の適
正化に関する法律（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については昨
年 12 月施行、賃貸住宅管理業に係る登録制度の
創設については本年 6 月施行予定）に関する対応。

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＞

一般消費者へ安心・安全な不動産取引の情報を
提供する「ふれんず」の更なる周知・利用促進を
図り、本会が行っている公益事業を周知し、不動
産業界のイメージアップを図る。また、各員会で
企画・実施する広報活動及び CM 放送等の調整
や本会の公益事業を周知するため、記者クラブ等
へのプレスリリースの実施。

さらに、㈱福岡県不動産会館や㈱ふれんず宅建
保証など「福岡県宅建協会グループ」の事業紹介
も積極的に行いたい。

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 3 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、業者講習会、本部講習
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の実施。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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人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、令和

3 年 2 月 2 日から 2 月 10 日の間に県下 4 会場

にて業者講習会を開催すると同時に、2 月 1 日

から 2 月 28 日までの間、宅建協会ホームペー

ジにて同内容を WEB 講習として公開しました。

開催期間中は緊急事態宣言が発令されていたことか
ら、ソーシャルディスタンスの確保、受講人数の制限、
講習時間の短縮など新型コロナウイルス感染症対策を
講じたうえでの DVD 映像による講習会の開催となり
ました。

各会場では開催に先立ち、加藤龍雄会長より開会の
挨拶があり、その後 DVD 映像による行政連絡、人権
研修、本講習として熊谷則一弁護士が「賃貸住宅管理
業法の概要」、「売買・賃貸借をめぐる裁判事例」と題
して講演を行いました。

行政連絡では、福岡県建築都市部建築指導課企画係
の青木麻衣子氏が、以下 2 点についての説明を行いま
した。

1 点目は、「アスベストの有無の調査」についてで、
アスベストによる健康被害で建物の所有者（賃貸人）
に対して損害賠償の支払いが命じられる可能性がある
ことから、その調査・除去について自治体が用意する
補助制度を確認するとともに、専門家へ事前に相談し
ておくことが大切であること。

2 点目は、福岡県では九州北部豪雨などの土砂災害
から県民を守るため、がけ地の崩壊等のおそれがある
地域に居住する方を対象とした「がけ地近接等危険住
宅移転事業」を市長村が行う際の補助事業を実施して
いること。

人権研修では、福岡県建築都市部建築指導課宅建業
係係長徳永隆志氏から、福岡県が宅建業法第 71 条に
基づく行政指導を行った事案をもとに解説が行われま
した。

本講習では、涼風法律事務所の熊谷則一弁護士が「賃

貸住宅管理業法の概要」と「売買・賃貸借をめぐる裁
判事例」について講習を行いました。
「賃貸住宅管理業法の概要」については、法律制定

の背景として、オーナー自らの管理から管理業者への
管理委託・サブリース方式が増加していることに伴い、
管理業者とオーナー、管理業者と居住者によるトラブ
ルが社会問題化しており、「サブリース業者とオーナ
ーとの間の賃貸借契約の適正化（令和 2 年 12 月 15 日
施行）」「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設（令和
3 年 6 月中の施行となる見込み）」が盛り込まれたこ
との説明がありました。また、賃貸住宅管理業の登録
制度については、管理戸数が国土交通省令で定める規
模以上の場合には登録義務があること、賃貸住宅管理
業者に課される業務管理者の選任・重要事項説明（管
理受託時）・契約締結時の書面交付等について、項目
ごとに解説されました。

売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例では、売買に
おける条例違反となる緑化率不足の瑕疵をめぐる裁判
や賃貸借における雨漏りが発生した建物に関する解約
及び損害賠償請求の裁判について、裁判所の判断骨子
をふまえ、改正前・改正後の民法規程による効果の違
いなどについて解説がありました。

今年度行われた講習会は、福岡県宅建協会のホーム
ページから視聴することができます。
（会員個別の ID・PW が必要です）

「賃貸住宅管理業法の概要（サブリース・賃貸住宅管理業の新ルール）」
「売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」
「賃貸住宅管理業法の概要（サブリース・賃貸住宅管理業の新ルール）」
「売買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」について

業者講習会

▲挨拶をする加藤会長と秋山人材育成委員長
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異常気象が叫ばれて久しいですが、今年の福

岡県でも強烈な寒波が襲い、気温が０℃を下回

り、路面の凍結や積雪が観測されました。

そのような中、想定外のトラブルに遭遇した会

員業者からの相談事例を紹介したいと思います。

相談内容

強い寒波の影響により気温が０℃を下回り、当社が
管理している物件で水道管の破裂が発生してしまいま
した。

入居者によると、「寒波については認識していたが、
水道管凍結の対策はとっていなかった」とのことでした。

当社はいわゆる寒冷地にはなく、今まで、ここまで
寒くなることはなかったこともあり、水道管凍結や破
裂対策などのノウハウがなかったため、重要事項説明
や住まいのしおりなどで、そのような対策に対する説
明もできていませんでした。

○�水道管が破裂した場合、費用負担は誰になるのでし

ょうか。

○�また、責任は管理会社まで及んでしまうのでしょうか。

弁護士の解説

費用負担は？
寒波の影響で水道管が凍結・破損した場合、入居者

に善管注意義務違反が認められない限り、その修繕費
用はオーナー負担となります。

寒冷地ではない地域においては、通常、入居者に対
して水抜き等の凍結防止措置を期待することは困難で
す。そのため、入居者が凍結防止のための措置につい
て適切な説明を受けており、当該入居者において凍結
防止措置を期待できたにもかかわらず、凍結防止措置
を怠ったという特別の事情がない限り、入居者の善管
注意義務違反を問うことは難しいと考えられます。

管理会社の責任は？
管理会社においても、寒冷地でなければ、寒波の影

響による水道管の凍結を予測することは困難であり、
原則として、入居者に対して凍結防止措置を説明する
等、凍結防止について対応すべき義務があるとはいえ
ず、管理会社には修繕費用を負担する責任はないと考
えられます。ただし、寒冷地ではない地域だとしても、
過去に寒波の影響で水道管が凍結したことがある物件
については、（管理委託契約の内容にもよりますが）
管理会社において、凍結防止措置の対応すべき義務が
発生する可能性がありますので注意が必要です。

～寒波が引き起こした想定外のトラブル～

冬にまつわる相談事例冬にまつわる相談事例

（寒冷地の管理会社の対応）

寒冷地エリアの管理会社では、天気予報などを
見て外気温がマイナス４℃以下になることが予想
されると、入居者アプリや SMS等で直接入居者
へ「水抜きや夜間や外出する際には水を少しだけ
出す等のお願い」を通知することが多いようです。
最近では、その方法を分かりやすく動画で確認
できるようにしている会社もあるようです。
上記の対応が難しい場合は、物件の掲示板や書
面投函、ホームページへの注意喚起掲載などでお
願いすることが現実的な対応策になるのではない
かと考えられます。
なお、管理会社やオーナー側で対応できる方法
として、水道管がむき出しになっている物件があ
った場合、ビニールテープや毛布、タオルで巻い
たり、凍結防止用カバーを覆うなどして対策する
ことも可能です。
他にも、給水ポンプの凍結防止ヒーターが機能
するか、受水槽が雨ざらしになっている、受水槽
が古くなっている、水道管がむき出しになってい
るなど、凍結して被害が発生する可能性が高い物
件をリスト化して、来年以降に同様の寒波が襲っ
た際に対応できるように準備することも必要にな
るでしょう。
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賃貸市場整備委員会（浜田真委員長）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 2 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 2 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・あっせん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です。昨年同様、
FAX 及び WEB フォームによる手法で、448 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 102,723 戸で、全空室戸数は 7,741 戸。空室率
は 7.5％（昨年度は 7.3％）となりました。間取り別で
見ると、シングル物件は 8.1％、ファミリー物件は 9.4
％。築年別で見ると、築 10 年未満は 3.4％、築 10 年
から 20 年未満は 7.0％、築 20 年以上は 11.1％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）

賃貸市場整備委員会（浜
田真委員長）及び（一社）
全国賃貸不動産管理業協会
福岡県支部は「賃貸仲介・
管理業者向け実務セミナ
ー」のオンライン配信を実
施します。

例年実施している当セミナーですが、今年は新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため会場での開催を見
送り、会員サイト上で動画を公開することになりまし
た。

今回は、当協会の顧問弁護士である関泰宏氏（関泰
宏法律事務所）を講師に招き、民法改正後の賃貸借契
約に関する右記 5 つのテーマについて、実際に発生し
たトラブル事例を交えた Q ＆ A 方式で分かりやすく
解説していただきました。各テーマをそれぞれ 20 分
程度にまとめており、3 月末頃の公開を予定していま

す。
さらに、昨年 8 月に重要事項として説明が義務化さ

れた「水害リスク情報」についても配信しますので、
不動産取引の際にお役立てください。今後も同委員会
では、賃貸管理業の課題解決に繋がるセミナーを企画
していくとしています。

テーマ

⃝元本の確定

⃝賃借物の一部滅失に伴う賃料減額

⃝極度額の取り扱い

⃝事業用賃貸借における連帯保証人への情報提供義務

⃝民法改正後の賃貸借契約の更新

【賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー　動画視聴ページ】
URL: https://member.f-takken.com/video

（会員個別の ID・PW が必要です。）

民法改正後の賃貸借契約に関する疑問を解決！

「賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー」
をオンライン配信します
「賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー」
をオンライン配信します（令和3年3月末頃配信予定）

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２年度

7.5%7.5%
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総務委員会（宮内久滋委員長）は、令和 3 年 2 月 6
日にオンラインでの異業種交流会（カップリングパー
ティー）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、今回で 2 度目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。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
ベントを実施しています。

総務委員会（宮内久滋委員長）は入会促進事業

の一環として、令和 2 年 10 月 16 日に福岡県中

小企業振興センター、11 月 14 日に小倉興産

KMM ビル、12 月 12 日に久留米シティプラザ

にて、「不動産開業支援セミナー」を開催しまし

た。（本年 1 月 23 日の第 2 回福岡会場について

は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

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、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 6 部構成となっており、第 1 部、第 2 部
では宅建協会事務局職員より、宅建協会とふれんずに
ついての説明がありました。第 3 部では本会顧問の河
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」、第 4 部では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。第 5 部

今年度の異業種交流会は新型コロナウイルスの影響
で対面でのカップリングパーティーの開催が難しいた
め、「Zoom」を利用したオンラインでの開催となりま
した。

異業種交流会のお相手は、福岡中小企業経営者協会
で男性 4 名、女性 4 名でのカップリングパーティーを
行いました。

今回は初めてのオンラインでのカップリングパーテ
ィーでしたが 3 組のカップルが成立しました。

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ます。

では、今年度からプログラムに追加された「実務家に
よるパネルディスカッション」が実施され、パネリスト
から、開業時の苦労や、実務でのトラブル、宅建協会
入会のメリットについて語られました。第 6 部「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 43％、「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 49％と参加者の 9 割以上が宅建協会に加入したい
という答えでした。

同委員会では、今
後も入会の一助とな
るよう継続実施をし
ていくとしていま
す。

（カップリングパーティー）
異業種交流会を開催しました！

オンライン
パーティー！出愛

令和2年度開業支援セミナー ＆
個別相談会を開催

令和2年度開業支援セミナー ＆
個別相談会を開催

今年度からパネルディスカッションを実施!!
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コロナ禍での開催となった理事会は、万全な感
染症対策を講じて実施されました。

議題では、まず、役員改選期にあたり各構成団
体より推薦された理事・監事の選任及び会長・副
会長の選任が行われ、福岡県宅建協会より加藤龍
雄氏が会長に、野田雅巳氏が理事に再任されまし
た。

本講座は、公認不動産コンサルティングマスタ
ーの幅広い高度な知識・技能と業務執行能力を養
成することを目的として毎年実施しているもの
で、公認不動産コンサルティングマスターの更新
要件となっています。

今年は感染症対策を徹底し、「既存建物の活用」
をテーマに、（株）アークブレイン代表取締役／
明治大学研究・知財戦略機構特任教授の田村誠邦
氏が講演されました。「既存建物に係る総合的な
コンサルティング専門家は極めて少なく、ここに
新たなビジネスチャンスが潜んでいる」と話す田
村氏は、統計を基にした現状の説明を皮切りに、
コンサルティングの流れ、課題や対応策、投資価
値や投資限度額の求め方、実際の事例の紹介など、
既存建物の活用について詳細に解説。会場では、
熱心にノートを取ったり、講師へ質問するなど、

続いて、令和元年度事業報告・決算監査報告が
行われ、令和 2 年度事業計画では、基礎教育講座
と専門教育講座の実施が承認されました。

その他の議題では、同年 11 月 8 日に実施され
た不動産コンサルティング技能試験について報告
されました。

高度な知識取得のために励む受講者の姿が目立ち
ました。

不動産コンサルティング協議会では、今後も不
動産コンサルティング制度の普及推進及び不動産
コンサルティングマスター等の人材育成を図って
いくこととしています。

　福岡県不動産コンサルティング協議会は、令和 2 年 12 月 18 日にホテル日航
福岡（福岡市博多区）において、令和 2 年度理事会を開催しました。

　福岡県不動産コンサルティング協議会（加藤龍雄会長）は、令和 3 年 1 月 29
日にアクロス福岡 4 階国際会議場にて「不動産コンサルティング専門教育講座」
を開催し、約 40 名が受講しました。

==令和2年度理事会を開催==

不動産コンサルティング
専門教育講座を実施しました

福岡県不動産コンサルティング協議会
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●お部屋トラブル対応をより迅速に

　「ふれんず 24時間コールサービス」は、

24 時間 365 日体制の緊急出動スタッフ

付きの電話対応業務を行うコールセンタ

ーサービスで、年間約 7,000 コールの対

応実績があります。

　これまで会員の皆様が行っていたお部

屋トラブルの対応を、皆様に代わって夜

間や休日の電話受付を不動産専門のコー

ルセンターが対応するものです。コール

センターにて対応を代行することによっ

て、煩雑なクレームも的確に処理が可能

となり、また夜間や休日でも対応可能な

コールセンターにトラブル対応を委託す

ることによって、従業員の労務環境改善

にも繋がります。

　このサービスは、初期費用無料などの

特典がついた宅建協会会員特別価格でご

利用が可能です。（※利用条件により費用

が変動します）

●導入へあたってのメリット

◦�営業時間外の緊急連絡先を確保するこ

とで緊急トラブルが発生した場合であ

っても被害を最小限に抑えることがで

きる。

◦�会員の皆様が夜間対応を行っていたと

ころを、ふれんず 24時間コールサービ

スを導入することで業務の軽減につな

がる。

◦�夜間対応を行っている点をオーナー様

や入居者様へアピールできる。（管理物

件の開拓や入居率の促進につながる）

「　　　　　24時間コールサービス」
のご案内

　（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）では、2013 年より（株）シードコ
ーポレーションと提携し、「ふれんず 24 時間コールサービス」を提供していま
す。このサービスは、入居中の物件で発生したお部屋トラブルを（株）シード
コーポレーションが運営するコールセンターにて受付対応をし、必要に応じて
緊急駆け付けスタッフが現場に急行して対処を行うものです。これまで多くの
会員の皆様にご利用いただいております。

　この機会に、「ふれんず 24 時間コールサービス」の取り扱いをぜひご検討ください。

お問い合わせは、（株）福岡県不動産会館（TEL:092-631-3333）もしくは（株）シ

ードコーポレーション（TEL:092-532-4010）までお願いします。詳しくは、今号

同封のチラシをご参照ください。

不動産管理の代行！ 入居者の
突然の「困った」をサポート！！
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R02.12.01 〜 R03.1.31

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 （01）
大臣 9346 ㈱不動産 SHOPナカジツ福岡東店 岡副　竜士 福岡県福岡市東区名島 2-30-25 092-665-0500 092-665-0505 R2.12.08

東部支部 （01）
大臣 9768 タマホーム不動産㈱福岡店 毛利　一好 福岡県糟屋郡新宮町大字上府 612-1 092-963-3340 03-6633-2072 R2.12.08

東部支部 （03） 16246 ㈱アルコ粕屋営業所 楢﨑　豪 福岡県糟屋郡久山町大字山田
1681 092-410-3636 092-410-3888 R3.01.12

東部支部 （01） 18249 ㈱クロスリンク吉塚店 中庭　丈博 福岡県福岡市東区馬出 1-1-2
平野ビル 1F 092-292-8075 092-292-8076 R2.12.08

東部支部 （01） 18468 ケイアイスタービルド㈱糟屋営業所 大野　秀治 福岡県糟屋郡宇美町宇美東 1-1-18 092-410-5311 092-410-5331 R3.01.12

東部支部 （01） 19485 ㈱月と太陽 伊藤　弘幸 福岡県宗像市自由ヶ丘 4-4-6 0940-72-4753 0940-72-4754 R2.12.08

東部支部 （01） 19487 ㈲日通建 田中　慎二 福岡県福岡市東区馬出 6-20-6 092-612-7770 092-409-5565 R3.01.12

東部支部 （01） 19501 （同）エストマネジメント 桐野　真司 福岡県糟屋郡志免町別府 2-11-27 092-410-9537 092-410-9537 R2.12.08

東部支部 （01） 19523 ㈱ライブハウス 藤本　不二生 福岡県福岡市東区下原 4-2-1
BRANCH福岡下原店 2-209 092-674-7711 092-674-7722 R2.12.11

東部支部 （01） 19525 ㈱ Life 内村　優介 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前 1-5-1 092-719-0322 092-719-0323 R2.12.14

東部支部 （01） 19526 ㈱ OFFICE510 後藤　正徳 福岡県糟屋郡篠栗町中央 3-1-31 092-410-4718 092-947-6172 R2.12.14

東部支部 （01） 19529 HEADS㈱ 山口　義哉 福岡県福津市中央 2-23-12 0940-62-6292 0940-62-6293 R2.12.15

東部支部 （01） 19542 ㈱ G－ ROOM 青木　裕一 福岡県福岡市東区香椎浜 2-4-29 092-682-3217 092-235-3217 R3.01.12

博多支部 （15）
大臣 220 住友林業ホームサービス㈱売買仲介ストック営業部九州 武輪　洋平 福岡県福岡市博多区下川端町 1-1-

1F 092-260-7345 092-260-7342 R2.12.08

博多支部 （07）
大臣 4288 富士ホームサービス㈱福岡支店 小川　辰彦 福岡県福岡市博多区竹下 5-19-22 092-435-2246 092-435-2247 R2.12.08

博多支部 （01）
大臣 9807 ㈱リテート福岡営業所 小池　将仁 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-8 092-409-0440 092-409-0441 R3.01.12

博多支部 （01）
大臣 9859 グローバルハウジング㈱博多支店 濵元　太朗 福岡県福岡市博多区中呉服町

1-26-1F 092-283-0266 092-283-0288 R3.01.18

博多支部 （01） 19333 ㈱福岡ふたば不動産博多筑紫口店 大原　隆正 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-4-6 092-929-9913 092-929-9914 R2.12.08

博多支部 （01） 19503 ㈱ 3S 南　吉則 福岡県福岡市博多区博多駅中央街
5-11-8F1 号 092-260-7007 092-260-7008 R3.01.12

博多支部 （01） 19520 オリエルテック㈱ 長井　康弘 福岡県福岡市博多区住吉 2-16-14 092-291-1190 092-710-4704 R3.01.12

博多支部 （01） 19547 ㈱ルーム・プロパティマネジメント 川島　保 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-25
博多クリエイトビル 2階 092-481-3484 092-481-3486 R3.01.12

博多支部 （01） 19558 新日本ネクステート㈱ 西口　昌宏 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-22
ガーデン博多駅前ビル 7階 092-409-3129 092-303-8366 R3.01.22

中央支部 （01） 19466 （同）RePlus 中野　慎二 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-5-208 092-260-1818 R2.12.08

中央支部 （01） 19496 LIBERTE ㈱ 粟田　新吾 福岡県福岡市中央区春吉 3-21-18
GEST25 ビル 603 092-753-9657 092-753-9658 R2.12.08

中央支部 （01） 19518 ㈱メディカルホームズ 山田　伸一 福岡県福岡市中央区白金 2-11-32
ベネフィス白金 101 092-753-8880 092-753-8896 R2.12.08

中央支部 （01） 19519 ㈱エイトホーム 遠藤　秀樹 福岡県福岡市中央区大名 1-9-45
藤和大名コープ 308 092-781-4400 092-781-4227 R2.12.08

中央支部 （01） 19527 隆財㈱ 井上　隆 福岡県福岡市中央区鳥飼 2-1-46 092-737-5260 092-401-6499 R2.12.14

中央支部 （01） 19533 ㈱レジアスコーポレーション 前田　周 福岡県福岡市中央区白金 1-17-
15-6 階 092-533-0113 092-533-0123 R3.01.12

中央支部 （01） 19539 ㈱ネイバーエステート 伊東　亮 福岡県福岡市中央区大名 1-2-41
ツイン西通り 203 092-406-6090 092-406-6091 R2.12.22

中央支部 （01） 19548 原田建物 原田　弘治 福岡県福岡市中央区小笹 3-11-8 092-519-3807 R3.01.13

中央支部 （01） 19549 ㈱天草 兒嶋　佑太 福岡県福岡市中央区天神 3-1-12 092-791-1174 092-791-1193 R3.01.13

中央支部 （01） 19564 ㈱大安地所 松尾　雄人 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10
天神パインクレスト 410 092-791-9876 092-791-9875 R3.01.27

南部支部 （03） 16040 ㈱イオスコーポレーション福岡南営業所 濵田　伸也 福岡県福岡市南区大橋 2-1-1 092-555-3900 092-555-3996 R2.12.08

南部支部 （01） 19560 いしだ不動産㈱ 石田　将平 福岡県福岡市南区三宅 1-28-8 092-519-1273 092-516-9674 R3.01.26

南部支部 （01） 19561 ㈱快進エステート 甲斐　俊樹 福岡県福岡市南区大橋 1-7-12
森藤第一ビル 1F 092-408-1678 092-408-1679 R3.01.26

筑紫支部 （04）
大臣 7144 Apaman　Property ㈱春日原駅前店 大村　武史 福岡県春日市春日原北町 3-28

VillaSound1 階 092-588-1370 092-588-1371 R2.12.08

筑紫支部 （01） 19544 ㈱ TKT不動産 高田　直樹 福岡県那珂川市大字西畑 1013-2 092-951-0123 092-951-0023 R3.01.05
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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

筑紫支部 （01） 19556 幸光技建㈱ 春本　光大 福岡県筑紫野市杉塚 1-1-26 092-408-7649 092-408-7648 R3.01.20

福岡西支部 （04）
大臣 6880 ㈱福屋不動産販売姪浜店 今村　孝次 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-86 092-400-0298 092-400-0328 R2.12.08

福岡西支部 （01） 19472 ㈱ ZION 在國寺　豊 福岡県福岡市早良区西新 7-1-53
クリスタル西新 303 092-210-0931 092-210-0931 R2.12.08

福岡西支部 （01） 19536 福岡不動産 草野　龍一郎 福岡県福岡市城南区大字東油山
515-14 092-836-9301 092-863-1711 R2.12.22

福岡西支部 （01） 19538 ジュライ㈱ 清水　永浩 福岡県福岡市城南区樋井川 2-1-62
マークス城南 202 092-874-5150 092-874-5155 R3.01.12

福岡西支部 （01） 19553 ㈱ブレイブワン 山口　成彰 福岡県福岡市城南区長尾 4-5-10-
303 092-980-4450 092-980-4449 R3.01.20

北九州支部 （01） 19504 ㈱ Renatus いいね不動産 塚本　怜央 福岡県北九州市小倉南区中曽根
1-15-3-101 093-953-9820 093-953-9820 R2.12.08

北九州支部 （01） 19505 ㈱ AXIS 吉本　幸弘 福岡県北九州市八幡西区清納 2-6-9
清納ハイツ 101A 093-661-7781 093-661-7782 R2.12.08

北九州支部 （01） 19514 ㈱ Est　Japan 二村　勇希 福岡県北九州市八幡西区相生町
14-15-1F 093-644-0213 093-644-0214 R2.12.03

北九州支部 （01） 19516 ㈱ RISE 名川　靖国 福岡県北九州市小倉北区明和町
9-1-2F 093-776-2287 093-776-2287 R2.12.08

北九州支部 （01） 19530 ㈱ connect　home 橋元　貴津那 福岡県北九州市小倉南区守恒本町
2-1-28-2F-2 093-383-9081 093-383-9082 R2.12.15

北九州支部 （01） 19531 ㈱ JET　HOME 葉山　克樹 福岡県北九州市小倉南区下貫 2-9-
1-106 093-967-8705 093-967-8706 R2.12.15

北九州支部 （01） 19535 SKK　FIELD ㈱ 野見山　信一 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台 4-7-14 093-283-1853 093-283-1853 R2.12.21

北九州支部 （01） 19557 ㈱ハウスリビング 岩渕　勝真 福岡県北九州市八幡西区八千代町
5-5 093-883-7090 093-883-7092 R3.01.21

久留米支部 （02） 16991 ㈱フェリックスアールイー久留米支店 荒木　実 福岡県久留米市六ツ門町7-52-108 0942-46-0115 0942-46-0126 R2.12.08

退 会 者 一 覧 表 期間 : R02.12.01 〜 R03.1.31

支部名 免許証番号 商号・名称 代表者 所在地 退会日

博多支部 （01）
大臣 9418 ㈱ラウンズ九州支店 鈴木　和久 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-4-4-2 階 R2.12.4

博多支部 （04） 15284 ㈱クイックスタート 篠原　博 福岡県福岡市博多区比恵町 1-18-611 R3.1.14

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 R3.1.7

博多支部 （01） 17952 ㈱ケイ・アール・ジー 小川　慶 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-14-5 R3.1.22

博多支部 （01） 18231 エイチキューブ㈱ 由利　慎司 福岡県福岡市博多区比恵町 11-7
ニューいわきビル 105 R3.1.15

中央支部 （10） 7725 ㈱東海実業 西尾　福蔵 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38 R3.1.29

中央支部 （02）
大臣 8737 湘南海岸不動産㈱SEACRAS 髙津　強志 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-7

アクシオン薬院プレミアム 101 R3.1.29

中央支部 （06） 12635 ㈱アクス 西方　久雄 福岡県福岡市中央区白金 2-14-17 R3.1.29

中央支部 （05） 13347 ㈱伸斉 兒嶋　伸二 福岡県福岡市中央区天神 3-1-12 R2.12.1

中央支部 （05） 14125 ㈲ケンジ 富永　健治 福岡県福岡市中央区薬院 3-11-3 R3.1.29

中央支部 （04） 14652 ㈱さくらリアルティ大濠店 井手　聡 福岡県福岡市中央区荒戸 1-1-8
エバ - ライフ大濠公園前 1F R3.1.29

中央支部 （03） 16550 ㈱ライフ・モア 兒嶋　佑太 福岡県福岡市中央区天神 3-1-12 R2.12.1

中央支部 （01） 17921 ㈱ REXCO 森永　瑠理 福岡県福岡市中央区今川 2-2-10
パルム if　103 号 R3.1.7

中央支部 （01） 18231 エイチキューブ㈱六本松店 吉村　春樹 福岡県福岡市中央区六本松 3-7-14-3F R3.1.15

筑紫支部 （12） 5599 五条興産 稲葉　茂男 福岡県太宰府市五条 2-11-1
第一車屋ビル 1階 R3.1.19

福岡西支部 （01） 18231 エイチキューブ㈱姪浜店 松山　奈央 福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-2-1
テーラ・ベルデ 201 R3.1.15

福岡西支部 （01） 18402 ライクエステート伊都 小金丸　博文 福岡県福岡市西区上山門 2-25-31-1 R3.1.19

北九州支部 （07） 11059 ㈲北薩不動産 北園　成三 福岡県北九州市小倉南区若園 1-14-38 R3.1.15

久留米支部 （07） 11945 えがしら不動産㈲ 江頭　義人 福岡県久留米市西町 874-1 R3.1.7

県南支部 （09） 9292 山﨑ハウジング 山﨑　俊信 福岡県筑後市大字和泉 371-1 R3.1.7
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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。（ 5 月～ 7 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

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

H 33（R３）年11月 6/22（火）・6/23（水）アクロス福岡、6/15（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年４月上旬

H 33（R３）年12月 7/15（木）・7/16（金）アクロス福岡、　北九州会場開催なし Ｒ３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）

令和 2 年 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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　ホームページにも記載しておりましたが、当協会本部事務局に勤務する職員 4 名が新

型コロナウイルスに感染し、保健所の指導により、1 月 12 日～ 1 月 22 日までの間、

本部事務局を閉鎖しておりました。

　会員の皆さま、関係者各位には多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上

げます。

当協会における新型コロナウイルス感染者の発生について

　宅建業の免許申請に係る申請書関係については、申請者の押印が原則必要でしたが、政府の
規制改革実施計画に基づき、宅建業法施行規則が一部改正されて、令和3年 1月 1日以降の申請・
届出等については、押印は不要となりました。なお、改正前の様式による用紙については当分
の間、使用することができるとしています。

編集後記

《人権ステッカーの同封について》
人権推進委員会（新妻昭徳委員長）では、会員の皆様に業者講習会などを通じ「宅地
建物取引と人権」の啓発を行っています。
その一環として人権ステッカーを作成しており、今号の広報（宅建ふくおか２・３月号）
に同封しています。皆様方の事務所に貼付して頂き、一般消費者からの人権に関するお
問合せに対応する際などにお役立てください。
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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。

「令和３年度　税制改正大綱のポイント」の訂正について

　今号に同封している、「令和３年度　税制改正大綱のポイント」ですが、一部内容に誤りがご
ざいます。
　正しくは、下記の通りとなっておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

誤　（５） 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の２，０００万円特
別控除の特例措置の延長（所得税、法人税等）

　　　　　▷令和５年３月３１日まで２年間延長

　　　　　　　　　　　　　　　⬇

正　（５） 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の２，０００万円特
別控除の特例措置の延長（所得税、法人税等）

　　　　　▷令和８年３月３１日まで５年間延長
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日建学院 天神校 TEL：092-762-3170
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-7 福岡平和ビル5F

●お問い合わせ・お申込みは

宅建本試験問題解説

2,958名日建学院
合格者数

業界No.1の実績！

最新の

夢みる
シカくん

を

全50問の問題・
解答解説はもちろんのこと

総評や正答率一覧などが掲載された
試験データ満載の冊子です。

合格される方は、ほとんど持っています！

無料
プレゼント！

三冠達成の資格学校です！三冠達成の資格学校です！
　　　　  は、客観性・公平性の高い第三者の調査機関より

下記の3つでNo.1の評価をいただきました。

日本マーケティングリサーチ機構　調査概要：2020年4月期_ブランドのイメージ調査

大学生が選ぶ資格スクール
No.1

建築のプロがおすすめする
建築士講座
No.1

女性が選ぶ資格スクール
No.1

6割の出席及び
模擬得点でも

約70％の合格率！

2020年（10月実施試験）なら！

福岡宅建協会の
会員企業（従業員）様
であれば、

提携割引学費
が適用されます！
宅建に限らず、建築士や
施工管理にも適用。
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