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・ 令和3年度定時社員総会　開催
　「コロナ禍においても公益目的3事業（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）の更なる充実を目指して」‥1
・ 一般社団法人九州不動産公正取引協議会第49回定時社員総会を開催 ‥2
・ 株式会社福岡県不動産会館定時株主総会を開催 ‥‥‥‥‥‥‥‥2

博多祇園山笠は、博多の総鎮守として知られる櫛
田神社の奉納神事です。
令和3年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の
観点から「舁き山行事は延期」「飾り山のみ奉納」
での開催が決定しました。来年は通常通り開催さ
れると良いですね。

（博多支部　㈱一栄　古賀 栄一 氏）

櫛田神社　
国重要無形民俗文化財博多祇園山笠

今号表紙担当：博多支部

広　報



「コロナ禍においても公益目的3事業

　　　　　　の更なる充実を目指して」

「コロナ禍においても公益目的3事業

　　　　　　の更なる充実を目指して」

令和3年度 定時社員総会 開催

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

　宅建協会（加藤龍雄会長）は5月27日にホテルオークラ福岡において、令和3年度社員総会を

開催し、令和2年度事業報告・収支決算報告、会員除名の件及び理事1名・監事1名選任承認の件

のすべての議案について承認を受けました。なお、当日は宅建協会社員総会に先立ち、保証協会

福岡本部（加藤龍雄本部長）の定時総会も行われています。

第１号議案　令和２年度事業報告承認の件

　今林副会長が総説を、続いて各委員長が委員会等の
事業報告を行い、社員からの承認を受けました。

第２号議案　令和２年度収支決算報告承認の件

　東財政委員長が決算報告を行い、続いて監事を代表
し、山本監事より監査報告が行われ、社員からの承認
を受けました。

報告事項１　令和３年度事業計画報告について

　今林副会長が一括して報告を行いました。

報告事項２　令和３年度収支予算報告について

　東財政委員長が予算報告を行いました。

第３号議案　会員除名の件

　今林副会長が１社の会員に対する除名議案を提案
し、定款第 10 条（懲罰）の規定に基づき議決を採り、
結果、総社員の議決権 3 分の 2 以上の議決を受け、除
名決議を行いました。

報告事項３　会員の懲罰について

　今林副会長が 1 名の会員について「戒告」処分を行
ったことを報告しました。

第４号議案　理事１名・監事１名選任の件

　今林副会長より令和 2 年度、理事 1 名（中央支部）
及び監事 1 名（南部支部）が辞任されたことにより、
次の選任が提案され、承認されました。
　理事：西山大玄（中央支部）
　監事：尾川昇（南部支部）

　社員総会では、宮内総務委員長が司会を

担当し、議長に選出された東部支部の大神

裕代議員と中央支部の五十嵐実代議員によ

る進行のもと、次の議案の提案と報告が行

われました。
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また、総会終了後は設立から 7 年目を迎える㈱ふれ
んず宅建保証の第 7 期営業報告と会計報告も行われま
した。

開会に先立ち、榎本社長は「今期、赤字ではないが
業績が低迷しました。コロナ禍のせいばかりにはでき
ないが、AIG 損保からあいおい損保への保険事業移行
に伴う新システムの説明会の開催も難しく、会員株主
の皆様には大変ご迷惑をお掛けしたと申し訳なく思っ
ております。また、来年 1 月からはレインズが統合さ
れますが、今後どのような仕組みになるのか分かり次

第、皆様にお知らせしていきます。ワクチンの接種状
況など社会情勢も見ながら、55期は時勢に応じた対応、
会館運営を行っていきます。」とあいさつしました。

続いて、重本総務財政部長より事業の概況説明、各
担当部長より部門別の営業報告が行われました。また、
任期途中で専務取締役が退任したことに伴い、重本総
務財政部長が専務取締役を兼任すること、新たに選任さ
れた次田武史取締役を総務財政副部長とし、新たな体
制で 1 年間運営に尽力していくことが発表されました。

㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）は、6 月 

16 日に博多サンヒルズホテルにおいて第 54 期定

時株主総会を開催しました。コロナ禍による緊急

事態宣言期間中ということもあり、当日出席株主

は 47 名でしたが、委任状・議決権行使書による

賛成は全株主の過半数令和 2 年度営業報告、貸借

対照表および損益計算書報告、剰余金の処分、取

締役 1 名補充選任の 4 議案全て承認されました。

当日は、加藤会長からあいさつがあり続いて公正取
引委員会九州事務所総務管理官の伴伸宏氏からは、過
去に同協議会の調査指導委員会や現地調査にも参加し
たこともあり、景品表示法について、消費者庁の設立
以来積極的に執行されており、昨年度においても課徴
金命令を行っているとのあいさつがありました。福岡

県建築都市部建築指導課の徳永隆志氏からは、おとり
広告は行政処分の対象でもあり、今後も同協議会と連
携しながら広告の適正化に向けて業務を行っていきた
いとあいさつされました。その後、福岡県宅建協会副
会長の柴山利博氏を議長に審議は滞りなく行われ、令
和 2 年度事業報告、決算報告、令和 3 年度事業計画、
収支予算を含む 6 つの議案は全て承認されました。

今年度は 4 名の理事変更があり、退任された理事お
よび調査指導委員 6 名の表彰がありました。代表して、
理事を退任された小田原義征氏と調査指導委員を退任
された岩元伸二氏に加藤会長より表彰状と記念品が授
与されました。

（一社）九州不動産公正取引協議会（加藤龍雄会

長）は、6 月 18 日に第 49 回定時社員総会を開

催しました。今年度は緊急事態宣言中であったた

め、感染症対策として各団体会員に出席のご配慮

をいただき、小規模での開催となりました。

株式会社福岡県不動産会館定時株主総会を開催株式会社福岡県不動産会館定時株主総会を開催

～取締役1名補充選任を含む全議案を承認～～取締役1名補充選任を含む全議案を承認～

一般社団法人九州不動産公正取引協議会

定時社員総会を開催第49回
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ここ数年、「小学生がなりたい職業ランキング」で

YouTuber（ユーチューバー）が上位にランクイン

しています。YouTuber とは、明確な定義はありま

せんが、一般的には動画配信サイト「YouTube（ユ

ーチューブ）」へ自作の動画を投稿する人を指し、

なかには巨額の広告収入を得る YouTuber も存在

します。最近では YouTuber による迷惑行為がニ

ュースを騒がせることもしばしばありますが、今回

は、その YouTuber が引き起こしたトラブルに遭

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

当社管理物件の入居者から「隣の部屋の音や声がう
るさい。また、共用部でも複数人で大きな声で話してお
り、迷惑だから注意して欲しい。」また、「物件内でビデ
オを回して撮影している。他の入居者も映ってしまう可
能性がある」とのクレームがありました。その後、当該
入居者に話を聞いたところ、「コロナ禍で家にいる時間
が増えたので、友人複数名で動画撮影し、配信サイト
にアップしている。」ということでした。そこで、当該
入居者に対しては厳重注意の対応をしました。しかし、

○�今後もこの状態が続くようであれば騒音問題や迷惑

行為として退去させたいと思っているが当該入居者

を契約解除させることは可能でしょうか。

○�また、仮にネット配信などの広告収入で、生計を立

てていた場合、居住用ではなく事業用として利用し

ているため、用途違反になるのではないかと考えま

すが法的見解はどうですか。

弁護士の解説

迷惑行為による契約解除は？
いわゆる YouTuber による騒音や撮影による迷惑

行為を理由として賃貸借契約を解除できるかについて
は、当該迷惑行為が信頼関係の破壊に至っているかど
うかにより判断されます。すでに隣の入居者から騒音
と撮影について苦情が出ており、当該入居者に対して
厳重注意をしているとのことですので、今後、同様の
行為がくり返され、改善の余地がないと判断されるに
至った場合、信頼関係が破壊されたものとして、賃貸
借契約を解除することができると考えられます。

用途違反による契約解除は？
ネット配信などの広告料収入で生計を立てていたと

しても、居住が主たる目的であると判断される場合に
は、ただちに使用目的違反にはならないと考えられま
す。また、本件以外にも、内職をしたり、賃貸物件の
一部で営業を行っているような場合でも、建物に与え
る影響も少なく、他の居住者に特別迷惑をかける恐れ
もないと認められるような場合には、契約解除は認め
られないと判断されるでしょう。

～YouTuber（動画配信者）によるトラブル～

迷惑行為にまつわる相談事例迷惑行為にまつわる相談事例

（トラブルを避けるために）

本件においては、特殊な事案であり特に用途違
反かどうかを判断することは難しい問題といえま
す。このような場合に重要になるのが、苦情が入
った際の初動対応と今後の対策です。管理会社は
早急に対応はしていますが、口頭の厳重注意だけ
でなく、その際に覚書などを交わしていればベス
トだったと言えます。一方的な通知文でなく、覚
書を交わすことにより、後々、言った言わない問
題に発展することなく、加えて、当該入居者の以
降の行動の抑止力にもなります。

それでも改善されないようであれば、弁護士の
解説にもある通り、賃貸借契約の解除手続きを行
うことになるでしょう。また、ほかでも同様の事
態が起きる可能性もあるため、今回の事案を教訓
として、重要事項説明書や契約書、入居の細則等
の見直しを行うことが大事になってきます。
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令和 3 年 6 月 15 日に賃貸住宅管理業者の登録

制度が始まり、200 戸以上の管理戸数を持つ管理

業者には、国土交通大臣への管理業登録など様々

な義務が課せられるようになりました。

前号では上記の登録制度について概要をお知ら

せしましたが、今回は特にお問い合わせの多い内

容について Q ＆ A を取りまとめましたので、管理

業者の方はご一読をお願いします。

🅠  本法で定められた賃貸住宅管理業とはどのよう
なものですか。

Ａ ．賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務（「賃
貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維
持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その
他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務）
を行う事業のことを指します。

🅠  「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とはどのよう
な業務が該当しますか。

Ａ ．居室及び居室の使用と密接な関係にある共用部（玄
関・通路・階段等）、 居室内外の電気設備・水道設備、
エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の
維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な
修繕を一貫して行うこととされています。

　 　そのため、貸主からの委託を受けて、事業者が日
常点検業務や清掃業務を行い、あわせてその業務を
通じて得られた情報等に基づき修繕工事を実施する
こと、またこのような業務の手配や取次ぎを行うこ
とが「賃貸住宅の維持保全を行う業務」に当たりま
す。。

🅠   管理戸数に含めるのは賃貸住宅だけですか。事業
用の事務所や店舗は対象ですか。

Ａ ．対象は賃貸住宅のみです。事業用の事務所や店舗
は対象外となります。

🅠  物件所有者が賃貸住宅を自主管理する場合も登
録対象になりますか。

Ａ ．自主管理をしている物件所有者は賃貸住宅管理業
者とはみなされませんので、登録対象とはなりませ
ん。

🅠  管理戸数200戸以上の管理業者が行わなければ
いけない業務とは何ですか。

Ａ ．主な業務として 5 つあります。
　① 国土交通大臣への管理業登録（令和 4 年 6 月 14 日

まで猶予期間あり）
　② 業務管理者の設置
　③ オーナーへの管理受託契約の重要事項の説明およ

び書面の交付
　④ 受領する家賃、敷金等の金銭と自己の固有財産と

の分別管理
　⑤ オーナーへの管理業務の実施状況等の定期報告
　 　また、上記の他に守らなくてはいけないものが以

下の通りです。
　　⃝管理業務の再委託の禁止
　　⃝従業者証明書の携帯
　　⃝帳簿の備え付け
　　⃝標識の掲示

🅠  管理業登録をしなかった場合はどうなりますか。
Ａ ．登録制度開始前から 200 戸以上の賃貸管理業を営

む業者は、未登録の場合であっても経過措置として、
令和 4 年 6 月 14 日までは「みなし業者」となり営業
はできます。しかし、未登録であっても管理業者と
して法律の規制を受けるためご注意ください。なお、
みなし業者の場合、営業所・事務所の代表者などが
業務管理者とみなされます。

🅠  管理戸数が200戸未満だった業者が新たに管理
を受託して管理戸数が200戸を超える場合は、
どのような手続きが必要になりますか。

Ａ ．管理戸数が一時的にでも 200 戸を超える場合、登
録を受けてからでないと管理受託をしてはならない

※施行時点で現に 

賃貸住宅管理業を営んでい

るみなし業者は、経過措置

終了までに登録申請が必要

（経過措置のイメージ図）

Q＆Ａ賃貸住宅管理業者の登録制度に関する
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とされています。なお、管理業登録に要する期間は
90 日ほどかかるため、その間は管理業は営むことが
できないことになります。そのため一時的にでも 200
戸を超える見込みがあれば、あらかじめ登録を受け
るようにしておくことが望ましいです。

🅠  管理業登録はどのようにすればいいでしょうか。
Ａ ．国土交通省の HP より原則、電子申請にて受付を

しております。なお、登録にあたっては G ビズ ID（複
数の行政サービスにアクセスできる、法人・個人事
業主向け認証システム）の登録が必要になるのでご
注意ください。

🅠  業務管理者は事務所ごとに1名設置していれば
問題はないでしょうか。

Ａ ．法律上は問題ありません。しかし、業務管理者が
入院や休暇中などの不在時にも対応できるよう、1 名
以上の配置が望ましいと言えるでしょう。

🅠  業務管理者はどのような業務を行う者ですか。
Ａ ．業務管理者の業務は管理受託契約や賃貸住宅の維

持保全、事業の円滑実施を管理・監督などです。賃
貸不動産経営管理士や宅建士が講習を受けることで、
業務管理者になることができます。

　 　なお講習の申込みにつきましては、会員サイトの
特集ページよりご確認ください。

🅠  管理受託契約を行わないような営業所や事務所
でも業務管理者を配置しなければならないでし
ょうか？

Ａ ．必要ありません。ここでの「営業所又は事務所」
とは、継続的に賃貸住宅管理業の拠点となっている
場所を指します。また本店であっても管理業を行っ
ていない場合は、業務管理者の配置は義務付けられ
ておりませんのでご注意ください。

🅠  管理受託契約の重要事項を説明は、業務管理者が
行う必要がありますか。

Ａ ．重要事項説明は、業務管理者によって行われるこ
とは必ずしも必要ではありませんが、業務管理者や
一定の実務経験を有する者など、管理業務に関する
専門的な知識及び経験を有する者に説明を行わせる
ことが望ましいとされています。

🅠  契約の更新時には、改めて重要事項説明が必要に
なるのでしょうか？

Ａ ．管理受託契約を当初と異なる内容で更新する場合、
改めて管理受託契約の重要事項説明が必要になると
ともに、書面の交付が必要となります。なお、契約
の同一性を保ったままで契約期間のみを延長する場
合など、形式的な変更と認められる場合は、再度重
要事項説明を行う義務はございません。

🅠  管理受託契約重要事項説明書や従業者証明書、標
識の見本はありますか。

Ａ ．国土交通省の公開している様式や記載例は特集ペ
ージよりご確認ください。

　 　なお従業者証明書や標識は（株）福岡県不動産会
館にて販売を行っております。

🅠  財産の分別管理とは具体的にどのようにすれば
よろしいでしょうか？

Ａ ．以下の 2 つを満たす必要があります。
　① 管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を

自己の固有財産と口座を分けて管理すること。（た
だし契約ごとに口座を設けることは求めない）

　② 帳簿や会計ソフト上で、管理業務において受領す
る家賃・敷金等の金銭を自己の固有財産及び他の
契約において受領する家賃・敷金等の金銭と分別
して管理すること。

🅠  定期報告で報告する内容とはどのようなもので
しょうか？

Ａ ．報告事項の内容は、管理業務の実施状況、管理業
務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生
状況及び対応状況等とされ、そのほかの事項につい
ても、賃貸人の求めに応じて報告することが望まし
いとされています。

　賃貸住宅管理業者の登録制度については会員サイ
トに特集ページを設置し、随時情報を更新しており
ますので、ぜひご参照ください。
https://www.f-takken.com/member/chintai_horitsu/
（会員個別の ID、PWが必要になります。）
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（株）福岡県不動産会館研修部会（南博文部長）は、
令和 3 年度第 1 回実務セミナーとして、『すぐに役立
つ！不動産の徹底調査実務 ―不動産調査手法・基礎
編―』を開催し、合計 129 名が受講しました。

今回のセミナーは、新型コロナウイルス感染防止対
策として、不動産会館 6 階研修ホールでの開催を見合
わせて、初めての試みとして WEB 配信（1 ヶ月間の
期間限定配信）で開催しました。

本セミナーは、これまでもわかりやすい講義で好評
だった物件調査のパイオニアである（株）こくえい不
動産調査代表の和田周氏を講師に招きました。和田氏
は、不動産調査における全体像や調査の流れ、現地調
査においての必要なポイント（特に接面道路）など実
際の事例を交え、わかりやすく解説されました。初め
ての WEB 配信セミナーとなりましたが、受講者から
は「時間の無駄がなく、空いた時間に自分のペースで
学ぶことができました。また、分かりにくかった所は
繰り返し直ぐにリピートできました。」や「非常にわ
かりやすく解説して頂き、実務に則した内容で勉強に
なりました。WEB だと時間の調節がつきやすく、見

福岡県不動産コンサルティング協議会（加藤

龍雄会長）は、今年度も「不動産コンサルティ

ング基礎教育講座」を開講します。

　本講座は、不動産コンサルティング業務の基礎的な
知識・技能の習得を図ることを目的とし、不動産コン
サルティング技能試験受験（資格取得）対策も兼ねて
毎年実施しているものです。昨年までは会場での対面
型集合研修として実施されていましたが、コロナ禍の

返すこともできるので便利でした。次回の講習も楽し
みにしております。」など非常に有意義であった旨の
声が多く聞かれました。

WEB 配信でのセミナーは初開催でありましたが、
自身のタイミングで受講できる点や聞きそびれた内容
などを繰り返し視聴できる点など受講の利便性が高い
ものとなりました。

同社では引き続き WEB 配信セミナーを開催してい
くこととしており、今回のセミナー受講者のご好評に
お応えするため、和田氏講師の不動産調査セミナー第
2 弾（不動産調査手法・応用編）を 8 月頃に WEB 配
信にて開催する予定です。

影響を受け、今年度より実施方法が WEB 配信形式に
変更されました。

WEB 配信により、場所や時間の制約なく、専門講
師の講義受講が可能となります。この機会に、不動産
の企画・提案に役立つ、不動産コンサルティング業務
を始めてみませんか。申込方法などの詳細につきまし
ては、今号同封の「不動産コンサルティング基礎教育
WEB 講座　オンデマンド配信受講生募集」チラシを
ご覧ください。

「わかりやすく、実務にとても活かせる内容!」 「わかりやすく、実務にとても活かせる内容!」 
と好評を博すと好評を博す

現地の道路調査等について詳説!

令和3年度第1回不動産実務セミナーを開催　（株）福岡県不動産会館

不動産コンサルティング
基礎教育WEB講座開講のご案内

今年から

オンデマン
ド配信で

実施します
！
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令和３年度  賃貸不動産経営管理士試験 のお知らせ

令和３年度  宅地建物取引士試験のお知らせ

令和3年11月21日（日） 13時～15時00分（120分）

福岡を含む全国25地域

13,200円（税込）　　　　　　　　　受験要件なし

四肢択一　50問　　※ただし、免除講習（令和2年度及び令和3年度）修了者は45問です。

年齢、性別、学歴等に制約はありません。どなたでも受験できます。

令和4年1月（予定）

6,600円（税込）

令和３年10月１７日（日）13時～15時（2時間）

※ただし、登録講習修了者は13時10分から15時まで（1時間50分）

※12月試験の指定を受けた方については、令和3年12月19日（日）13時から15時まで（2時間）

いずれの試験日も、登録講習修了者は、13時10分から15時まで（1時間50分）。

7,000円

令和3年12月1日（水）

12月試験の指定を受けた方は、令和4年2月9日（水）

【郵送】令和 3 年 7 月 1 日（木）～ 7 月 30 日（金）まで

【インターネット】令和 3 年 7 月 1 日（木）9 時 30 分～ 7 月 18 日（日）21 時 59 分まで

　　　　令和3年7月1日（木）～ 7月30日（金）まで

詳細については下記URLよりご確認ください。
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/　（賃貸不動産経営管理士協議会HP）

その他試験に関する詳細は　（一財）不動産適正取引推進機構HP
　　　　　　　　　　　　　〈http://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html〉をご確認ください

お問い合わせ先　　　　　　（一財）福岡県建築住宅センター（試験専用）TEL: 092-737-8013

　　　　　　　　　　　　　（一財）不動産適正取引推進機構（試験部）　TEL: 03-3435-8181

試 験 日 時

試 験 地 域

受 験 料

出 題 形 式

受 験 要 件

受験手数料

試 験 日 時

合 格 発 表

申込受付期間

試験案内配布期間

福岡県内の配布場所

合 格 発 表

受 験 要 件

登 録 料

●（一財）福岡県建築住宅センター（本部、北九州・筑後・筑豊事務所）

●県庁建築都市部建築指導課

●各県土整備事務所

　（福岡、福岡前原支所、久留米、南筑後、南筑後柳川支所、直方、京築、

　京築行橋支所、朝倉、八女、北九州、北九州宗像支所、田川、飯塚、那珂）

●紀伊國屋書店（福岡本店、ゆめタウン博多店・天神イムズ店）

●ブックセンタークエスト（小倉本店、黒崎井筒屋店、エマックス久留米店）

●ジュンク堂書店福岡店

●くまざわ書店（小倉店・福岡西新店・若松店）

●アカデミアサンリブシティ小倉店

●丸善博多店

●喜久屋書店小倉店

●積文館書店（新天町本店・小田部店・筑紫野店）

●福岡金文堂（本店・福大店）

●西南学院大学生活協同組合

●黒木書店（七隈店・長住店）

　賃貸住宅管理業法の施行に伴い、管理業を支えるために必要不可欠な賃貸不動産経営管理士が国
家資格化されました。
　これまで以上に重要な役割を担うことが期待されています。年に一度の取得の機会ですので、ぜ
ひ受験をご検討ください。
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（株）福岡県不動産会館保険保証部（中本治彦部長）
では9月1日より会員向け「タフビズ業務災害補償保険」
の団体制度がスタートします。一般加入に比べ最大 58
％の割引が適用される大変お得な制度です。
加入見積依頼書を FAX頂くだけですぐにお見積をご

返信しますので、是非一度、保険料をご確認ください。
すでに他の保険にご加入の方もこの機会に比較してみ
てください。

◆業務災害補償保険の必要性
最近では業務中のケガに加え、メンタルヘルス不調

や過労による業務上の病気が労災として認定されるケ
ースも多く、安全配慮義務違反を原因とした事業主へ
の労災訴訟が年々増えています。特に中小企業で通勤
災害を含めて労災事故が起こってしまった場合には、
会社にとっても、ケガをした従業員にとっても大変な
痛手となりますので、万が一に備え
①従業員へのできる限りの“手厚い補償”と
②政府労災でカバー出来ない部分の手当“企業防衛”
の両面を備えた業務災害補償保険を選ばれる事業者が
増えています。

◆「タフビズ業務災害補償保険」の補償内容
エコノミープランは①業務上の傷病の治療費等を労

災に上乗せする（法定外補償）と②損害賠償請求を受
けるリスクから会社・使用者を守る（使用者賠償責任
補償）の基本補償がついています。
ワイドプランはハラスメントや不当解雇、差別行為

等の雇用に関する賠償責任（雇用慣行賠償責任補償）
や新型コロナ等が発病した際の費用（特定感染症対応
費用）など様々な事故に対応しています。

◆保険料メリット
同じ補償を一般加入した場合と比べて最大 58％の割

引が適用されます（被保険者割引最大 20％（注 1）、リ
スク診断割引最大25％、初年度メリット割引最大30％）。
さらに保険料は売上高方式と人数方式の二つで計算
しより安い保険料をご案内します。
（注１）�始期日時点での記名被保険者数によって決定します。

20％割引は被保険者数 100名以上の場合です。

◆加入期間
募集期間は 7月 1日（木）から 8月 25日（水）です。
詳細は「タフビズ業務災害補償保険」のご案内をご覧
ください。

株式会社福岡県不動産会館　保険事業部
TEL（092）631-6000　FAX（092）631-0380

問合せ先

「タフビズ業務災害補償保険」の団体制度がスタートします。
募集期間：７月 1 日（木）～ ８月２５日（水）
保険始期：令和３年９月１日 ～ 令和４年９月１日の１年間

第 545 号　　2021 年（令和 3 年）7 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）



（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）と（株）クレディセゾンはこの度 UC 法人カー

ド（VISA）あっせんに関する業務提携をしました。今回の提携開始に伴い、令和 3 年 8 月

（予定）より、「ふれんず SHOPPING」及び「不動産会館 1 階店舗」で、UC 法人カード（VISA）

でのクレジットカード決済をスタートします。今回のクレジットカード決済導入により、

不動産会館商品のお買い物がますます便利となります。UC 法人カード（VISA）のお申し

込みをお待ちしております。

（株）クレディセゾンは、（公社）福岡県宅地建物取引業協会の会員の皆様限定で以下の

UC法人カードを【年会費永年無料】で提供させていただきます。UC 法人カードは令和 3

年 8 月から「ふれんず SHOPPING」「不動産会館 1 階店舗」でのクレジットカード決済ス

タートの前に皆様がご活用いただけるように先行して募集を開始いたします。この機会に、

ぜひお申し込みください。

なお UC 法人カードの詳細やカードのお申し込みは、今号の同封チラシをご覧ください。

【お問い合わせ先】

◦カード決済に関するお問い合わせ：（株）福岡県不動産会館　 TEL 092-631-3333

◦法人カードに関するお問い合わせ： （株）クレディセゾン　　 TEL 092-481-1834

カード名 UC法人ゴールド

カ ー ド
デザイン

年 会 費
　年会費永年無料

　通常年会費：11,000 円（税込）
　※ 2 枚目より 2,200 円（税込）

ポイント
ご利用 1,000 円につき
永久不滅ポイント 1 ポイント

その他特典
⃝空港ラウンジ
⃝ UC 海外・国内保険サービス
⃝ UC ショッピング補償保険など

商品概要

商品のご購入が
便利に！UC法人カードあっせん開始

不動産会館クレジットカード決済導入
UC法人カードあっせん開始
不動産会館クレジットカード決済導入
UC法人カードあっせん開始 ・
不動産会館クレジットカード決済導入のお知らせ
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R03.04.01 〜 R03.5.31

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） 19612 ㈱クリスピー 妹尾　栄子 福岡県福岡市東区松島 4-4-37 092-402-3501 092-402-5036 R3.04.07

東部支部 （01） 19625 ㈱アクセス不動産 竹ノ内　文 福岡県福岡市東区唐原 3-16-4
ノーベルハウス 107 号 092-692-4488 092-692-4499 R3.04.07

東部支部 （01） 19646 Planning Key ㈱ 平田　賢弥 福岡県福岡市東区香椎浜 2-4-9
パインヒル香椎浜 A 092-410-4197 092-410-4198 R3.05.12

博多支部 （03）
大臣 7558 ㈱ハウスメイトショップ

九州法人センター 井上　涼子 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-11-5　アサコ博多ビル 4F 092-431-9120 092-431-9121 R3.05.12

博多支部 （01）
大臣 9881 ㈱リテラス

福岡支店 槙原　輝史 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-
25-418 092-419-7155 R3.04.07

博多支部 （05） 14279 ㈱アンサー倶楽部
福岡店 佐藤　美佳 福岡県福岡市博多区博多駅東

2-17-5-3F 092-432-8420 092-432-8421 R3.04.07

博多支部 （01） 19608 ㈱サポスル 若林　穣 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-1-25
宝ビル 1 階 092-710-5839 092-710-5735 R3.04.07

博多支部 （01） 19660 ㈱アーツエンターテインメント 大町　幸 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-28
博多偕成ビル 706 号 092-260-9572 092-260-9571 R3.05.12

博多支部 （01） 19687 リーフ不動産㈱ 田浦　憲治 福岡県福岡市博多区東比恵 2-13-
15-1F 092-412-4090 R3.05.28

博多支部 （01） 19689 ㈱ FP　Qreate 森松　孝児 福岡県福岡市博多区半道橋 1-11-
16 092-980-5527 092-980-5567 R3.05.28

中央支部 （01）
大臣 9882 ㈱ N・フィールド

福岡営業所 古賀　信博 福岡県福岡市中央区天神 2-14-8
福岡天神センタービル 10 階 092-753-6762 092-713-0012 R3.05.12

中央支部 （01）
大臣 9896 ㈱伸斉

福岡支店 柴垣　太郎 福岡県福岡市中央区天神 3-1-12 092-791-1192 092-791-1193 R3.05.12

中央支部 （01） 19333 ㈱福岡ふたば不動産
赤坂支店 池田　隼人 福岡県福岡市中央区舞鶴 2-2-3-3F 0120-980-296 R3.05.12

中央支部 （01） 19563 よりそい不動産鑑定㈱ 扇　幸一郎 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38
チサンマンション天神Ⅲ 209 092-753-9680 092-753-9689 R3.05.12

中央支部 （01） 19593 ㈱プロスパー 山﨑　栄太 福岡県福岡市中央区清川 2-1-30
オリエントハイツ天神南 6 階 607 号 092-406-6819 092-406-6820 R3.05.12

中央支部 （01） 19629 ㈱プロミネント 後藤　寿和 福岡県福岡市中央区桜坂 1-12-24 092-986-0510 092-986-0510 R3.04.12

中央支部 （01） 19637 ライラックステージ（同） 濱田　美江 福岡県福岡市中央区平和 3-11-17 092-406-8961 092-406-8961 R3.05.12

中央支部 （01） 19638 ㈱ ideaman 今井　基次 福岡県福岡市中央区大名 2-2-1
MIKI ビル 506 092-401-1470 092-401-1460 R3.04.19

中央支部 （01） 19639 不動産サロン㈱ 中原　肇 福岡県福岡市中央区今泉 2-1-35
アプリーレ今泉 106 092-231-9345 092-791-4249 R3.04.19

中央支部 （01） 19642 ㈱エフ・エス・ケー 藤川　泰紀 福岡県福岡市中央区西中洲 12-21
KS 第 2 ビル 3F 092-401-0701 092-401-0702 R3.04.20

中央支部 （01） 19650 ㈱ライフイノベーション 岩田　賢弥 福岡県福岡市中央区平尾 2-9-8-
606 092-521-0111 092-521-0115 R3.04.30

中央支部 （01） 19656 ㈱シンビ 竹内　槙優 福岡県福岡市中央区薬院 2-13-26
フィルズ薬院 405 050-1746-5236 R3.05.12

中央支部 （01） 19676 スター不動産㈱ 有田　沙希里 福岡県福岡市中央区今泉 1-11-5
ロクラス今泉 4F 092-432-0120 092-432-0122 R3.05.20

中央支部 （01） 19681 ㈱ Valore 信國　淳 福岡県福岡市中央区春吉 2-12-14-
302 050-1452-5581 092-791-7105 R3.05.25

南部支部 （01） 19691 岡田不動産 岡田　祐介 福岡県福岡市南区向新町 1-10-26-
105 092-515-8363 092-515-8363 R3.05.28

筑紫支部 （01）
大臣 9346 ㈱不動産 SHOP ナカジツ

太宰府・朱雀大通り店 佐々木　健人 福岡県太宰府市朱雀 6-1-28 092-921-5015 092-921-5025 R3.04.07

筑紫支部 （05） 14330 ㈱サン・プラザホーム
筑紫野支店 河内　恵介 福岡県筑紫野市杉塚 3-3-8 092-408-1154 092-408-1448 R3.05.12

筑紫支部 （01） 19606 坂のまち不動産 林　貴晃 福岡県筑紫野市天拝坂 4-2-3 092-980-5282 092-980-5345 R3.04.07

筑紫支部 （01） 19607 ㈱コスモメイト 池上　浩司 福岡県春日市春日原南町 4-37-105 092-575-1844 092-575-1944 R3.04.07

筑紫支部 （01） 19636 朝倉未来開発㈱ 柿原　秀樹 福岡県朝倉市甘木 1123 0946-55-0256 0946-55-1008 R3.04.19

福岡西支部 （01） 19598 やまねこ不動産㈱ 溝口　喜郎 福岡県福岡市早良区祖原 16-15-
106 092-231-2940 092-231-2940 R3.04.07

福岡西支部 （01） 19602 ㈱ウエストサイド 横山　竜彦 福岡県糸島市荻浦 2-10-12 092-329-0059 092-332-0959 R3.04.07

福岡西支部 （01） 19609 ㈱ El　rey 江頭　賢一 福岡県福岡市早良区飯倉 3-1-27 092-707-6061 092-707-6061 R3.04.07

福岡西支部 （01） 19635 濵茂㈱ 濵﨑　留美 福岡県福岡市早良区飯倉 4-33-60-1 092-873-3152 092-873-3152 R3.04.16

福岡西支部 （01） 19649 ㈱健康住宅推進協会 浦上　政治 福岡県福岡市早良区野芥 2-27-5 092-871-1985 092-874-6113 R3.05.12

福岡西支部 （01） 19669 糸島ふどうさん 青木　保憲 福岡県糸島市前原西 1-16-7 092-334-1585 092-334-1585 R3.05.14
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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

福岡西支部 （01） 19673 大東開発 櫻川　豊 福岡県福岡市西区福重 2-6-39-701 092-203-0007 092-207-0007 R3.05.20

北九州支部 （01） 19582 タンセイ LS ㈱ 丹　誠之 福岡県北九州市八幡西区京良城町
13-13-303 093-632-6324 093-632-6324 R3.04.07

北九州支部 （01） 19601 ㈱ GAKU 田浦　駿介 福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町
8-5-101 093-482-6884 093-482-6877 R3.04.07

北九州支部 （01） 19619 ㈲ナガイ 永井　政博 福岡県北九州市戸畑区浅生 1-3-20 093-616-7826 093-616-7827 R3.04.07

北九州支部 （01） 19626 ㈱オハナ 下川　みゆき 福岡県北九州市八幡西区黒崎 3-2-2
菅原第二ビルディング 4 階 093-632-8610 093-632-8611 R3.04.08

北九州支部 （01） 19633 ㈱スタース 嶋田　拓志 福岡県北九州市門司区下二十町
2-20-503 号 093-342-8291 050-1293-5756 R3.04.15

北九州支部 （01） 19643 ㈱タグボートホールディングス 佐藤　亮 福岡県北九州市小倉北区浅野
2-12-8（2F） 093-521-8500 093-521-8510 R3.05.12

北九州支部 （01） 19648 行橋なかえ不動産（同） 中江　広造 福岡県行橋市大字高瀬 365 0930-37-1980 0930-37-1810 R3.04.26

北九州支部 （01） 19651 ㈱ナビエスト 守田　圭彦 福岡県北九州市若松区南二島
2-27-5 093-772-2100 093-772-2101 R3.05.06

北九州支部 （01） 19652 iTOMOS ㈱ 石塚　優香 福岡県行橋市大字流末 939 0930-37-1600 0930-25-8176 R3.05.06

北九州支部 （01） 19661 CANVAS　HOME ㈱ 坂口　洋介 福岡県北九州市戸畑区浅生 2-10-
19-5F-B 093-871-8470 093-871-8471 R3.05.12

北九州支部 （01） 19667 Q ＆エステート㈱ 中村　久将 福岡県北九州市小倉北区大畠
3-11-18 093-533-9102 093-533-9103 R3.05.14

北九州支部 （01） 19672 ㈱不動産コーポレーション 竹中　裕太郎 福岡県北九州市小倉南区津田新町
4-4-12 093-473-3777 093-473-3778 R3.05.18

北九州支部 （01） 19683 Arry’ s 有田　茉央 福岡県北九州市八幡東区大蔵 2-3-
13 093-651-7575 R3.05.26

久留米支部 （02） 17953 ㈱ジャスティスアンドパートナーズ
お部屋探し隊　合川店 田川　寿文 福岡県久留米市野中町 1009-4 0942-33-1151 0942-33-1161 R3.04.07

久留米支部 （01） 19610 ㈱ REMODE 松尾　留美 福岡県久留米市小頭町 12-1
ニュー大和ビル 208 0942-48-1624 0942-48-1624 R3.04.07

久留米支部 （01） 19630 ㈱セリモ 守瀬　貴信 福岡県久留米市津福本町 2289-1
indo-FAUSTO-B 0942-65-4445 0942-65-4445 R3.04.13

久留米支部 （01） 19653 HAYATO エステート 高山　優子 福岡県久留米市小森野 4-9-6
ビューフォーレ 102 号 0942-35-8831 0942-35-8832 R3.05.12

県南支部 （01） 19603 松栄電設工事㈱ 宮園　哲治 福岡県八女市大籠 19-1 0943-22-9933 0943-22-9929 R3.04.07

筑豊支部 （01） 19513 ㈱よかネットリアルティ 2nd 長谷川　裕尚 福岡県飯塚市枝国 452-10 0948-52-3018 0948-52-3019 R3.04.07

筑豊支部 （01） 19543 香建地所 山本　香織 福岡県嘉麻市漆生 1560-5 0948-43-8789 0948-43-3301 R3.04.07

筑豊支部 （01） 19621 ㈱ GASGAS エネルギー 秋元　潤一 福岡県田川郡川崎町大字池尻 877-7 0947-42-2425 0947-45-8383 R3.04.07

筑豊支部 （01） 19644 （同）TIDE 小俣　宏斗 福岡県飯塚市新飯塚 21-26
AS ビル 1F 0948-21-5181 0948-21-5187 R3.04.22

退 会 者 一 覧 表 期間 : R03.04.01 〜 R03.5.31

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） 16167 花見地建 渋田　信之 福岡県古賀市花見東 5-1-38 R3.4.22

博多支部 （03） 15881 アネックス地所㈱ 渡邊　正實 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-16-26
ルグラン博多駅南 1 階 R3.5.27

博多支部 （03） 16580 ㈱ハウスフィールド
レコプラザ博多店 花木　晃 福岡県福岡市博多区東那珂 1-14-46 R3.5.25

博多支部 （01） 19050 紘彩コンサル 黒田　章 福岡県福岡市博多区三筑 1-2-21
ワンズビル空港南 402 R3.4.14

中央支部 （05） 13466 ㈱コムタント 小牟田　日郎 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-6-18-706 R3.4.27

中央支部 （03） 16238 パシフィックキャピタルジャ
パン㈱ 新開　崇司 福岡県福岡市中央区警固 3-5-3 R3.5.28

中央支部 （02） 17467 ㈱ RiNK 久保　由美 福岡県福岡市中央区天神 3-10-32-503 R3.4.27

筑紫支部 （04） 14403 エステート福岡 田中　留美 福岡県朝倉郡筑前町久光 255-1 R3.4.28

福岡西支部 （08） 9979 ㈲日興住宅 吉田　宗博 福岡県福岡市西区泉 1-18-21 R3.4.14

久留米支部 （04） 15285 ㈲エステートプランニングア
シスト 堤　功光 福岡県久留米市東合川 4-1-20 R3.4.28

県南支部 （12） 4436 大本不動産 大本　光幸 福岡県大牟田市通町 1-9-3 R3.5.24
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①商号　 ②所属支部　 ③年齢　 ④抱負
《コメントの見方（敬称略）》

理事・監事 紹介

　令和 2 年 5 月 15 日に宅建協会（加藤龍雄会長）は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、福岡県に対して不織布マスクを 5 万

枚寄贈していましたが、この度福岡県より、新型コロナウイルス感

染症対策支援に貢献したとして、感謝状を受領しました。

　理事1名（中央支部）及び監事1名（南部支部）

が辞任されたことに伴い、新たに、理事・監事が

就任されましたのでご報告します。

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。（ 9 月～ 11 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送

H 34（R４）年 ２月 9/16（木）・9/17（金）アクロス福岡、9/22（水）小倉興産 KMMビル Ｒ３年７月上旬

H 34（R４）年 ３月 10/13（水）・10/14（木）アクロス福岡、10/21（木）小倉興産 KMMビル Ｒ３年８月上旬

H 34（R４）年 ４月 11/17（水）・11/18（木）アクロス福岡、11/12（金）小倉興産 KMMビル Ｒ３年９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。
  　　　　https://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

H P

①㈱だいげん住宅②中央
支部③ 49 歳④会員皆様の
一代表として誠実に向き
合い、お役に立てる様に
励みます。

理
事

西
山 

大
玄

①都市企画センター㈱②
南部支部③ 77 歳④この
度、県本部の監事という
重要な役目を拝命いたし、
全力を尽くします。

監
事

尾
川
　
昇

福岡県より感謝状を受領

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。

～感染症対策支援に貢献したとして～
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お盆休みのお知らせ
　宅建協会、不動産会館、九公取、取引士の
各事務局は下記の日程でお休みします。
　ご迷惑おかけしますが、何卒ご了承の程お
願い申し上げます。

令和３年 8 月 13 日（金）〜 8 月 16 日（月）

（無料相談所は8月12日（木）〜8月17日（火）まで）

　人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、

不動産税制周知のため「令和３年版あなた

の不動産　税金は」書籍を今号に同封しま

した。本書籍は複雑な不動産税制をコンパ

クトにわかりやすく解説しています。日々

の業務にお役立てください。

「不動産の税金」書籍
同封のご案内

お忘れではありませんか？
～令和３年度会費納入について～

　6月 15 日より、賃貸住宅管理業法が施行され、住宅管理戸数が 200 戸以上の管理業者は、
登録業者とみなされ新たな義務が課せられます。
　申請から管理業者登録完了までの間も行為規制・罰則が適用されますのでご注意ください。

編集後記

日時　9月5日（日） 10時30分～

場所　JR博多駅　博多口駅前広場
　　　大屋根イベントスペース

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によりイベント

は中止・変更となる場合があります。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止しましたが、本年度は感染症対策を講じ

た上で第７回よか街福岡を実施する予定です。

　人材育成委員会（秋山伸也委員長）では、毎
年８月～９月にかけて、会員事務所へ伺い、宅建
業法等の違反の恐れがある場合には事前の指導
を行うなど、業界の資質の向上に努めています。
　会員の皆さまにおかれましては、コロナ禍で
の調査となりますが、ご協力お願いします。また、
事務所内の点検を今一度お願いします。

　平素より協会運営にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
前号でお知らせしたとおり、4 月 1 日現在の会員の方すべてに令和 3 年度会費を請求して
います。
7 月 30日（金）までに納入が確認できない場合、督促手数料を付して改めてご請求する

こととなりますので、期限内にお支払いただきますようお願い申し上げます。
また、今年度より督促手数料が一部変更となっておりますのでご注意ください。

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。

会員実態調査のお願い

予 定

第７回 よか街福岡開催のお知らせ
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「福岡県地価図」のみの販売となります。 （利用期間は２０22年６月末まで。 ＰＣ１台のみの利用に限ります。）
　※福岡県地価図を購入後、PC会員へのご入会及び価格査定システムをご利用の際は、別途、価格査定システム年会費
　　（13,200円・税込）が必要となります。ご注意下さい。

2021年度版福岡県地価図　ＦＡＸ申込書 令和　　年　　月　　日

ご 商 号

ご 住 所

T E L

担当者名

（ 　   ）第 　  　 　 　  号

F A X

申込個数

免許
番号

　　県知事
国土交通大臣

E-Mail

□非ふれんずPC会員
□宅建協会　非 会 員　

年間価格

18,700円 11,000円

29,700円

後期価格
（12／1～5／31）

非ふれんずPC会員

宅建協会会員外

価格（税込）価格（税込）

（株）福岡県不動産会館
TEL：092-631-3333
FAX：092-631-3350

非ふれんずPC会員・宅建協会会員外の方 「2021年度版 福岡県地価図」6月1日よりリリース開始

■価格査定システム＆福岡県地価図　動作環境

お問い合わせ

※Java ScriptおよびCookieが必要　 ※印刷にはPDF表示ソフトが必要
※価格査定システムは、価格査定システム申込ページよりお手元のPCが
　ご利用可能かどうか確認頂けます。

詳しい内容はこちら ▶https://www.f-takken.com/chikazu/

詳しい内容はこちら
▶https://www.f-takken.com/satei_help/

O S 
メ モ リ
C P U
デ ィ ス プ レ イ
インターネット
常 時 接 続

・Windows 10/8
・該当Windowsがスムーズに動作する容量（1GB以上推奨）
・該当Windowsがスムーズに動作するCPU（2GHz以上推奨）
・1280×1024ドット必須（1600×1200、1920×1080（HV）以上を推奨）

・必須（ブロードバンド環境を推奨）

ブラウザソフト
・福岡県地価図

・価格査定システム

Internet Explorer 9以降　　　　　
Fire Fox 3.6以降
Internet Explorer 9以降（最新版を推奨）
Fire Fox 4以降（最新版を推奨）

ふれんずPC会員の方

※お支払いは利用（入会・査定書作成）月の翌月末に
　PC会費とともに一括で引き落としとなります。
※次年度以降は自動更新となります。

年会費　　　13,200円（税込）
査定書作成費  1,100円（税込）／回

PC会員画面と地価図が連動！
ワンクリックでログインできます

複数のPCで地価図を閲覧可能に！

成約アンケートで収集された詳細な
成約事例が閲覧可能！

利用期間は申し込んだ日より1年間

11

22

33

44

55

様々な事例から選択し、簡単に売り
土地・戸建ての価格査定書（居住用、
宅地対象）を作成することが可能に！
※査定書を作成する場合、別途費用が掛かります。

『価格査定システム』とは『価格査定システム』とは

●価格査定システムの利用申込みは、
　ふれんず PC会員専用サイト「価格査定申込画面」
　より申込み下さい。（ＦＡＸでの申込みは受け付けておりません。）

価格査定も地価図も
利用可能に！

「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」「価格査定システム（土地・戸建用）」＋「福岡県地価図」
「価格査定システム」会員になれば、「価格査定システム」会員になれば、

※既に「価格査定システム」会員としてご利用頂いている方は、自動更新となりますので、６月１日より、そのまま２０２１年度版の価格査定システムと
　地価図をご利用頂けます。 お手続き頂く必要はありません。

第 545 号　　2021 年（令和 3 年）7 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）


