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・ 残置物の処理等に関するモデル契約
　条項（ひな形）が策定されました‥‥‥‥1
・ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が
　　行われました！　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

”鬼滅の刃”でも有名になった太宰府市の宝満山
の麓にある「宝満宮竈門神社」（正称）。
お社に向かう石階段の途中に”結びの音”と題し
た風流な場所がありました。竈門神社は別名「結
びの社」とも呼ばれています。

（撮影：令和3年8月）

（筑紫支部　㈲松嶋設計　松嶋  謙 氏）

宝満宮竈門神社

今号表紙担当：筑紫支部

広　報



近年、高齢者の単身世帯が増加している中で、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在
が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された家財（残置物）の処理
への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。賃借人の死亡後、賃
借権と居室内に残された残置物の所有権は、その相続人に承継（相続）されるため、相続人の有無
や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあるからです。
このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、国土交通省及び
法務省は、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、賃借人と
受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係
る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。

残置物の処理等に関する

モデル契約条項 　　　　 が策定されました
残置物の処理等に関する

モデル契約条項 　　　　 が策定されましたひな形

残置物の処理等に関するモデル契約条項は、3つの条
項で構成されています。

❶賃貸借契約の解除に関する条項
　（解除関係事務委任契約）
⃝�賃借人の死亡時に、賃貸人との合意によって賃貸借
契約を解除する代理権を受任者に授与する

❷残置物の処理に関する条項
　（残置物関係事務委任契約）
⃝�賃借人の死亡時に居室内に残された家財（残置物）の
廃棄や指定先への送付等の事務を受任者に委託する
⃝�賃借人は「廃棄しない残置物」（相続人等に渡す家財
等）を特定し、その送付先を明示する

⃝�受任者は、賃借人の死亡から一定期間（少なくとも 3
か月）が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃
棄しない残置物」以外のものを廃棄する

※�換価することができる残置物については、換価する
よう努める必要がある

❸賃貸借契約における条項
⃝�賃貸人は、賃借人が死亡したことを知ったときは、
委任契約の受任者に通知する

※�賃貸借契約の一部であるため、賃貸人と賃借人との
間で締結されるもの

【想定される利用場面】
このモデル契約条項は、単身の高齢者（原則として

60 歳以上の者）が賃貸住宅を借りる場合に利用するこ
とを想定して策定されています。賃借人による財産の
管理に一定の負担を課するため、残置物を処理するこ
とが困難になるというリスクに対する賃貸人の不安感
が生ずるとは考えにくい場面（個人の保証人がいて、
その保証人に残置物の処理を期待することができる場
合等）を使用した場合は、民法第 90 条（公序良俗）や

消費者契約法第 10 条（消費者の利益を一方的に害する
条項の無効）に違反し、無効となる可能性があるので
注意が必要です。

【想定される受任者】
受任者の選任については、賃借人の推定相続人が想
定されていますが、推定相続人を受任者にすることが
困難な場合は居住支援法人や管理業者等の第三者を選
任することが望ましいとされています。ただし、賃貸
人から委託を受けて物件を管理している管理業者が受
任者となる場合は、賃貸人の利益を優先することなく、
委任者である賃借人（の相続人）の利益のために誠実
に対応することが求められます。また、賃貸人が受任
者になることは、賃借人と利益相反の関係にあること
から賃借人の利益を害する恐れがあるため避けるべき
でしょう。

今回策定されたモデル契約条項は、その使用が法令
で義務づけられているものではありませんが、モデル
契約条項を利用することにより、賃借人死亡後の合理
的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身
の高齢者の居住の安定確保が図られることが期待され
ます。

　詳細については、国土交通省ホームページよりご
確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_tk3_000101.html

第 546 号　　2021 年（令和 3 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）



令和3年7月1日に、「宅地建物取引業法の解釈・

運用の考え方（ガイドライン）」が一部改正されま

した。IT の活用等により適切な業務ができる体制

を確保することで、在宅勤務（テレワーク）をし

た場合でもガイドライン第 31 条の 3 第 1 項関係

3 における「常勤」となり、専任の宅地建物取引

士は在宅勤務（テレワーク）が可能となりました。

改正の概要
令和 2年 5月 1日付の国土交通省の事務連絡では、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、
宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければなら
ないとされている専任の宅地建物取引士がテレワークを
している場合であっても、宅地建物取引業法第 31条の
3第 1項の規定（専任の宅地建物取引士の専任性）に
抵触しないものとして取り扱うこととなっておりました。
そのような中で、政府全体として見直しを行ってい
る常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着
等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

近年、賃貸型集合住宅において、入居者が LPガス
業者を選択できず特定のLPガス業者と供給契約を締結
しなければならない場合、賃貸借契約締結後にLPガス
料金を巡るトラブルが発生していることを受け、賃貸型
集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガ
ス料金の透明化の促進のため、経済産業省資源エネル
ギー庁より、LPガス事業者に対し、賃貸型集合住宅を
管理している所有者又は不動産管理会社に対してLPガ

について、専任の宅地建物取引士における「常勤」と
は、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確
保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において
通常の勤務時間を勤務する場合も含むものとする改正
が行われ、明文化されました。
なお、「ITの活用等により適切な業務ができる体制
を確保した上で」の判断については、「ITを利用した
業務環境の整備状況等も考慮要素となり、�どのような
窓口・受付等の体制で業務を実施するか否か、テレワ
ークを実施していたことが分かる勤怠管理の情報やテ
レワークを実施した日に作業や連絡をとったことが分
かるメールや書類等、テレワーク等を実施したことが
客観的に分かる資料等の書類の有無等も踏まえ、総合
的に判断する」とのことです。

ス料金について情報提供を行うことが依頼されました。
そこで、国土交通省より、宅地建物取引業者につい
ては、LPガスの供給に関する情報を入居者が適切に
入手できるようにするため、当該募集物件に係る LP
ガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載がある資料
（「LPガス料金表」等）の提供を受けている場合には、
当該資料について、入居を希望する者に対し、あらか
じめ、情報提供を行うことが依頼されました。

　令和 3 年 6 月 1 日の国土交通省の事務連絡に

おいて、賃貸型集合住宅における LP ガス料金の

情報提供についての周知依頼がありました。

内 容

詳細について会員サイトよりご確認ください。
https://member.f-takken.com/top-news-
detail?id=1634
（会員個別の ID・PWが必要です）

詳細については、会員サイトよりご確認ください。
https://member.f-takken.com/top-news-
detail?id=1659
（会員個別の ID・PWが必要です）

　　　　　　　　　宅地建物取引業法の

解釈・運用の考え方の改正が行われました！
　　　　　　　　　宅地建物取引業法の

解釈・運用の考え方の改正が行われました！
テレワークの定着のため　　　　　　　　　宅地建物取引業法の

解釈・運用の考え方の改正が行われました！

賃貸型集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について
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（1）物件登録がリアルタイム連携から FTP連携（データ転送）へ変更
現在、ふれんずでの物件登録時に「レインズに登録する」を選択した場合、リアルタイムでレイン

ズに反映されていますが、1 日に数回物件転送を行う FTP 連携へ変更されます（8 時～ 20 時の間で

数回データ転送）。そのため、ファイルエラー等がない限り 17 時頃までにふれんず上へ物件登録を行

うと、当日中にレインズへ物件情報が反映されます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

（2）登録証明書の発行
現在はふれんず上でレインズ登録証明書の発行ができますが、統合後はレインズシステムにログイ

ンを行い、登録証明書を取得するようになります。なお（1）で記載の通り、物件情報はリアルタイム

に反映されないため、ふれんずに物件登録後、時間をおいてレインズにログインをしていただく必要

があります（午前中に物件登録をした場合、午後など）。

また、登録証明書は PDF 出力のみとなり、FAX 出力は廃止されます。そのため、着信課金工事（BizFAX

等）を行っている会員は解約の手続きをご自身でお願いします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

（3）システム稼働時間
西日本レインズは 24 時間年中無休で稼働していますが、統合後は 7 時～ 23 時と短縮され、12 月

28 日～ 1 月 3 日がシステム休止日となります。

しかし、今年度は円滑にシステム移行を行うため、現状の西日本レインズシステムは令和 3 年 12

月 25 日（土）20 時で停止し、統合システムは令和 4 年 1 月 6 日 7 時から稼働します。12 月 25

日のシステム停止までに西日本レインズで登録証明書を発行していない場合は取得ができなくなりま

すので、必ず西日本レインズが停止するまでに物件登録及び証明書を取得してください。

なお、システム移行後は、西日本レインズに登録した物件の登録証明書の再発行ができませんので、

ご注意ください。

令和4年1月より不動産流通機構
　　　（レインズ）システムが統合されます
～西日本レインズシステムは令和3年12月25日（土）で廃止されます～

西日本レインズよりお知らせ

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構（以下、レインズという）は、東日本・中部・近畿・

西日本の 4 つに分かれて運営を行っていますが、この度、4 機構での検討の結果、令和 4 年よりシ

ステムを共同利用することとなりました（東日本・中部レインズのシステムを共同利用）。

福岡県宅建協会の会員はふれんずを通してレインズに物件登録を行う仕組みであり、その登録方法

に関して変更はありませんが、レインズ登録後の機能等に一部変更がありますのでお知らせします。

その他の変更事項などは次号や FAX、会員サイト等でお知らせしますのでご確認ください。

統合に関するお問合せ：西日本レインズ（TEL：082－568－5850）

主な変更点
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詳細については、賃貸不動産経営管理士協
議会ホームページをご確認ください。
https://chintaikanrishi.jp/

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

（加藤龍雄本部長）は、7 月 19 日に福岡西支

部において、不動産相談員資格認定研修会を

実施しました。

「不動産無料相談所」では、不動産を買う時、
売る時、または、借りる時等の事前相談や宅地建
物取引に関して、当協会会員との間にトラブルが
生じた場合の相談を受け付けています。
本研修会では、消費者からの契約などでの疑問
やお悩みを、不動産のプロとして相談に対応する
不動産相談員になるにあたり、相談員としての心
構えから取引に係る注意点等の不動産相談員とし
ての必要な知識について学ぶことを目的として開

（一社）賃貸不動産経営管理士協議会は、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」 （5 問免除講習）を開催しています。

本講習会は、一日のみの講習（受講料 18,150
円　税込）を受講することで、毎年 11 月に実施
される賃貸不動産経営管理士試験時に 5問分が免
除され、全 50 問 120 分の試験が実質 45 問 120 分
となる講習です。福岡では 4会場にて開催されて
おり、福岡県不動産会館 6階研修ホールにおいて
は 8月 25 日に開催されました。
賃貸不動産経営管理士は、令和 3年 6 月 15 日
施行の賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律
において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が
義務付けられている「業務管理者」の要件を満た

催されました。
今年度は合計 20 名が研修を受講しました。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、一般的な相談と宅建業法 64 条の 5 が定
める苦情相談の違い等について確認したほか、消
費者から頻繁に相談が寄せられる事案と取引に係
る注意点についての研修が行われました。
研修後には相談員資格取得のための修了試験が
実施され 19 名が合格しました。合格者には不動
産相談員の候補である認定資格者として、不動産
相談員資格認定証が交付されます。今後、認定資
格者が支部からの推薦を受け、�理事会の承認を得
た後に、不動産相談員として活躍することとなり
ます。

します。また、令和 3年度以降の賃貸不動産経営
管理士試験に合格することで、法体系に基づく国
家資格の賃貸不動産経営管理士資格を取得できま
す。
賃貸住宅のニーズの増加・高度化とともに賃貸
不動産管理の重要性は一層高まっています。それ
に伴い管理業者の数も増え、市場が大きく活性化
されているため、賃貸不動産管理に関する専門的
な知識を持ち、公正中立な立場で職務を行う「賃
貸不動産経営管理士」が必要不可欠となってくる
ことでしょう。なお、11 月 21 日（日）に実施さ
れる令和 3年度試験の申し込みは 8月 16 日（月）
～ 9月 24 日（金）となっています。

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（5問免除講習）について
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最近、収益物件の融資に関するトラブルの相談が
増えており、「投資用物件を購入するに際し、金融機
関より住宅ローンで融資を受けたが、後日、融資の
不正利用を指摘され、一括返済の請求をされた。」と
いった内容の相談が寄せられています。

通常、住宅ローンは、収益物件購入の際に利用する
ローンより金利が低く設定されています。もし、虚偽
の申告を行い収益物件購入に住宅ローンを利用した場
合、虚偽の事実が発覚すれば、金融機関より融資の一
括返済を請求されることがあります。
融資の不正利用を指摘された相談者の中には「不正

をしているとは思わなかった」という方もおり、知り
合いの勧めやインターネット・SNS 等を通じて得た情
報を鵜吞みにして、結果的に融資の “不正利用者” とな
ってしまうケースも見受けられます。金利や審査など

最近、免許権者による事務所調査が実施され、事
務所へ設置や備え付けが義務付けられている事項の
不備による監督処分が行われています。

人材育成委員会（秋山伸也委員長）では、会員の
皆様が免許権者より宅建業法違反を指摘されること
がないように、例年、会員実態調査を実施しています。
下記事項につきまして、今一度ご確認いただきます
ようお願いします。

１． 標識（業者票）
事務所等及び事務所等以外の国土交通省令（以下、

省令）で定めるその業務を行う場所ごとに、省令で
定める標識を公衆の見やすい場所に掲げなければな
りません。

2． 報酬額表
事務所ごとに、国土交通大臣が定めた報酬の額（消

費税を含んだ税込価格）を公衆の見やすい場所に掲
示しなければなりません。最新は令和元年 10 月 1 日
施行のものです。

3． 帳簿（取引台帳）
事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅

地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、
その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他

の条件をみて住宅ローンを利用したいと考える方も少
なくないと思われますが、融資対象物件の使用目的が
居住用ではない以上、融資契約違反となってしまう場
合があり、購入者が一括返済の請求により破産等に追
い込まれるという可能性もあります。
このような事態を未然に防ぐためには、購入者への
適切な情報提供が重要となってきます。会員の皆様に
おかれましては、投資用物件取引時には住宅ローンは
利用できないことに十分に留意して頂き、購入者に対
してもご説明いただきますよう、よろしくお願いいた
します。
また、仲介業者が購入者に対して住宅ローンの不正
利用を誘導しているように受け取られた相談も複数あ
ったため、もしそういった相談内容が事実であるなら
ば重大な宅建業法違反となる恐れがあり、人材育成委
員会では事実関係を調査していくとしています。

省令で定める事項を記載しなければなりません。帳
簿の保存期間は、事業年度末日の閉鎖から 5年、業
者自ら売主となる新築住宅に係るものは 10 年です。

4． 従業者証明書
従業者にその従業者であることを証する証明書を
携帯させなければ、その者を業務に従事させてはな
らず、取引関係者から請求があったときは証明書を
提示しなければなりません。代表者自身も証明書を
携帯する必要があります。また、従業者証明書の有
効期間は最長で 5年です。

5． 従業者名簿の備付
事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、
生年月日、従業者証明書番号その他省令で定められ
た事項を記載しなければなりません。また、取引の
関係者からの請求があれば、閲覧に供しなければな
らず、名簿の保存期間は最終の記載をした日から 10
年です。

6． 犯罪収益移転防止法に基づく確認記録
宅地建物の売買又はその代理もしくは媒介に際し
て、顧客の本人確認を行って確認記録を作成しなけ
ればなりません。確認記録の保存期間は契約が終了
した日から 7年です。

■■■■■の■■に関する
■■が■えています！
投 資 用 物 件
相 談 増

融 資

― 宅建業法の義務付け事項に不備のないようご注意ください ―
○▲□●△

□●▲□

●●●●●
●

●●●●●
●●●●●

●●●●●
●●●

●●●●●
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事務所の掲示物や帳簿類は揃っていますか？
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総務委員会（宮内久滋委員長）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。

今年度も、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。
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。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、

予告なく中止となる場合もございますので予めご了承
ください。

日時・会場
⃝福岡会場　　令和 3年 10月 22日（金）　13：00～
　　　　　　　福岡県中小企業振興センター
⃝久留米会場　令和 3年 11月 13日（土）　13：00～
　　　　　　　久留米シティプラザ
⃝北九州会場　令和 3年 12月 11日（土）　13：00～
　　　　　　　小倉KMMビル
⃝福岡会場　　令和 4年　1月 22日（土）　13：00～
　　　　　　　天神ビル

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。
https://www.f-takken.com/kyoukai/seminar/contact/

令和 3 年 8 月 2 日より、会員管理業務関係書類に

ついての運用見直しを行い、会員管理書式のデジタ

ル化と押印欄の一部削除が行われました。

【会員管理書式のデジタル化について】

以前より、変更手続き、退会手続きについては、会
員サイトにて関係書式を PDFデータにて公開していま
したが、今回の運用見直しにより、入会関係書式を一
般公開サイトに、承継関係書式を会員サイトに、それ
ぞれ新たに PDFデータで公開しました。

一般公開サイト（入会関係書式）

会員サイト（承継関係書式）

【書式の押印欄の見直しについて】

会員管理業務関係書類の押印欄の見直しを行い、会
員関係書類について、一部押印が不要となりました。
会員情報に変更等がある場合には、会員サイトの記載
例や、ご提出先の支部にご確認ください。

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 !!

会員管理業務関係書類の運用の見直しを行いました！

参加費無料
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【研修会編】

【相談所】

【応援メッセージ入り】

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 8 月よりテレビ CM を放映しています。

今年度は、昨年度も放映した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、最前線で対
応されている方などに向けての応援メッセージ入りの
CMと、過去に放映していた相談所や研修会、ふれん
ずについて PRする CMの合計 4種類を放映していま
す。
宅建協会のHPに本年度放映するテレビCM動画を
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。

【ふれんず】

８月より８月より８月より８月より
放映しています!!放映しています!!放映しています!!放映しています!!テレビCMテレビCMテレビCMテレビCM

本年度も本年度も

住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出が
に変更となりますから年２回 １回１回

令和 3年 5月 28 日に交付された「住宅の質の向
上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅
の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」
が令和 3年 9月 30日に一部施行されることに伴い、
新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措
置の状況についての基準日届出が年2回（3月31日、
9月 30日）から年 1回（3月 31日）となります。
対象事業者は、過去 10 年間に新築住宅を引き渡

した実績のある建設業者及び宅地建物取引業者とな

ります。対象事業者の皆様は、毎年4月21日までに、
基準日前 1年間分（4月 1日～ 3月 31 日）の資力
確保措置（保険加入等）の状況について、福岡県へ
届出をする必要がありますのでご注意ください。な
お、次回基準日は「令和 4年 3月 31日」となります。
詳しい内容は、「福岡県HP（住宅瑕疵担保履行法
に基づく届出様式はこちら）（https://www.pref.
fukuoka.lg.jp/contents/rikouhou.html）」をご確認
ください。

福岡県よりお知らせ
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同封
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（株）福岡県不動産会館（榎本敏己社長）では、
（株）ピーシーコネクトと提携し、「間取りクラウド」
および「ひな形 Bank21」を提供しています。

　こちらの商品は、賃貸・売買仲介業務をはじめ、管
理業務、建売業務など、不動産業務全般で利用する「間
取り図面」と、表現力の高い「販売・流通図面等」を
簡単に作成するための業務支援ソフトです ｡

●間取りクラウドの特徴
　インストール型のソフトウェアで作図や描画処理が
快適なだけでなく、ほとんどの操作がマウス操作のみ
で完結するため、初めて使う方でも簡単に平面図を作
成することができる間取り作成ソフトです。
　マンション、アパート、戸建て、事業用、土地など多
種多様な図面に対応し、部屋や建具・備品パーツ類な
ど多数取り揃えており、あらゆる平面図に対応します。
　「ふれんず」への図面登録やチラシ広告での利用に、
JPG や PNG など様々なファイル形式、カラーや白黒

の豊富なスタイルでの画像出力も可能です。
　また、1 本の購入で複数のパソコンでもご利用いた
だくことができ、プランにより同時起動台数がお選び
いただけます。
　さらに、共有とバックアップに便利な標準クラウド
サービスも搭載されており、パソコンの保存とは別に
作成図面をクラウドに保存することも可能です。

●ひな形Bank21 の特徴
　Microsoft Excel 形式のひな形より、販売図面・
流通図面を作成できるソフトになります。
　平面図・物件写真・地図など複数の画像を取り込み、
マウス操作で編集・サイズ変更など、自由にレイアウ
トの調整が可能です。　
　また売買・賃貸・賃貸管理などすべての業種での利
用を想定し、土地・戸建・マンション・店舗・事務所
などあらゆる物件種類に対応、作成した販売図面・流
通図面は JPG や PDF にて出力が可能です。

▼ソフトウェアの簡単操作が動画（YouTube）でご覧いただけます

間取りクラウド
簡単操作

ひな形Bank21
簡単操作

間取りクラウド・ひな形Bank21のご案内

プラン・
料金・特徴

《会館提携商品》
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R03.06.01 ～ R03.7.31

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） 18985 グラングッド不動産㈱志免店 戎野　博之 福岡県糟屋郡志免町南里 5-2-1 092-600-1215 092-410-4567 R3.06.08

東部支部 （01） 19570 ㈱エフミ－ジャパン 矢野　史也 福岡県福岡市東区奈多 3-1-8 092-692-1958 092-692-1959 R3.06.08

東部支部 （01） 19647 グラングッドホールディングス㈱ 吉田　大志 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-11-15
香椎プリンスⅢ 1階 092-600-0201 092-663-1617 R3.06.08

東部支部 （01） 19668 ㈱シームテック 剛﨑　将 福岡県糟屋郡宇美町原田 2-2-19 092-932-5069 092-932-5079 R3.06.08

東部支部 （01） 19670 九州ゼット㈱ 岡本　全竜 福岡県福岡市東区多の津 4-11-19 092-627-3007 092-627-3006 R3.06.08

東部支部 （01） 19703 ㈱久保建設 久保　勉 福岡県宗像市池田 3106-7 0940-72-5991 0940-72-5992 R3.07.08

東部支部 （01） 19732 ㈱ドリームパートナー福岡 田原　宏樹 福岡県福岡市東区松香台 2-1-25 092-410-8475 092-410-8476 R3.07.21

博多支部 （03）
大臣 8116 ㈱リブマックスリーシング博多駅前店 花岡　伸泰 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-7-9

ホテルリブマックス博多駅前 2階 092-419-2290 092-419-2291 R3.06.08

博多支部 （01） 18139 福岡都市開発㈱中洲支店 元木　一郎 福岡県福岡市博多区中洲 2-1-18 092-261-2500 092-261-2505 R3.07.08

博多支部 （01） 19688 ㈱県庁前不動産 川上　政文 福岡県福岡市博多区千代 4-7-80-101 092-643-5966 092-643-5967 R3.06.08

博多支部 （01） 19692 ㈱エンイノベーションズ 小川　正 福岡県福岡市博多区板付4-2-20-3F 092-586-8792 092-586-8793 R3.06.08

博多支部 （01） 19695 JR 九州アセットマネジメント㈱ 黒木　俊彦 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-8-12
ザ・ブラッサム博多ビル 302区画 092-432-1311 092-432-1312 R3.06.10

博多支部 （01） 19718 ㈱ UMI プランニング 諸岡　亮 福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-22
ライオンズマンションJOY博多 307 092-985-6006 092-985-6010 R3.07.08

博多支部 （01） 19722 ㈱おもいで不動産 野上　俊彦 福岡県福岡市博多区千代 4-29-49
グローリー県庁前 703 092-409-4562 092-409-4563 R3.07.09

中央支部 （02）
大臣 8740 東急住宅リース㈱運営本部法人資産運営部福岡センター 那須　一生 福岡県福岡市中央区天神 2-14-2 092-687-5320 092-687-5323 R3.07.08

中央支部 （01） 19658 リライアブル貿易（同） 王　雅芝 福岡県福岡市中央区天神 3-6-24-401 092-516-4452 092-516-4452 R3.06.08

中央支部 （01） 19679 ㈱ NKフューチャービジョン 母袋　智昭 福岡県福岡市中央区薬院 4-1-4-1-201 092-406-3835 092-406-3836 R3.06.08

中央支部 （01） 19708 ㈱ TT不動産 高島　和哉 福岡県福岡市中央区長浜 1-4-17
Y ビル北天神 201号室 092-738-1731 092-738-1732 R3.06.28

中央支部 （01） 19716 ㈱ ATMリアルエステート 中島　厚己 福岡県福岡市中央区天神 2-7-21
天神プライム 12階 092-739-1755 092-739-1756 R3.06.30

中央支部 （01） 19736 ㈱エムパートナー 牛島　麻美 福岡県福岡市中央区荒戸 1-3-2 092-406-7427 092-406-7428 R3.07.28

中央支部 （01） 19737 ㈱ terareve 廣瀨　和 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38-
620 092-739-8079 092-739-8089 R3.07.28

中央支部 （01） 19742 ㈱三幸日興 中川　一光 福岡県福岡市中央区警固 1-15-6
KH22 ビル 2F-B 092-600-1256 092-600-1256 R3.07.30

南部支部 （01） 19675 福岡ホーム 牧野　修平 福岡県福岡市南区野多目 5-19-25 092-515-3461 092-515-2760 R3.06.08

南部支部 （01） 19696 ㈱勢心不動産 勢野　寛紀 福岡県福岡市南区的場 1-14-1
プロスペリテ 206 092-586-5018 092-586-5058 R3.06.15

筑紫支部 （01） 19631 イースマイル不動産 林　千七 福岡県朝倉市頓田 405-6 0946-23-1031 0946-23-1031 R3.07.08

筑紫支部 （01） 19727 ㈱クリプトアールイー 多以良　俊太 福岡県大野城市御笠川 2-17-4
オフィスパレア御笠川X1号室 092-558-5882 092-558-5784 R3.07.19

福岡西支部 （01） 19664 米家工業㈱ 米家　達芳 福岡県福岡市早良区大字石釜
1874-1 092-707-5100 092-707-5101 R3.07.08

福岡西支部 （01） 19680 Houseal ㈱ 山元　賢太 福岡県福岡市城南区鳥飼 6-13-23
ザルツラーデン鳥飼 102 092-407-8787 092-407-8786 R3.06.08

福岡西支部 （01） 19686 ビルド・真成㈱ 木寺　達也 福岡県福岡市城南区長尾 5-9-9
山川ビル 2F3号室 092-873-3130 092-873-3130 R3.06.08

福岡西支部 （01） 19711 ㈱ユークリエイト 石井　義隆 福岡県福岡市西区下山門 1-16-26 092-400-1240 092-400-1241 R3.06.28

北九州支部 （05） 14254 ㈱ルーム折尾店 白石　宣晴 福岡県北九州市八幡西区折尾
4-16-16-8 号 093-695-7720 093-695-7721 R3.07.08

北九州支部 （04） 14998 ㈲広岡建設工業若松店 大山　徳一 福岡県北九州市若松区宮丸 2-2-33
ヴィレッタ若松 202 093-751-1101 093-751-1102 R3.07.08

北九州支部 （01） 19574 ㈱大野 大野　仁 福岡県北九州市八幡西区本城東
4-5-38 093-603-1125 093-601-6667 R3.07.08

北九州支部 （01） 19698 みのはぴ不動産 尾座本　郁子 福岡県北九州市小倉北区日明 3-2-
47-202 093-482-2071 093-482-2071 R3.06.15

北九州支部 （01） 19699 ㈱リブスマイル 野中　崇 福岡県遠賀郡水巻町吉田東 2-21-19 093-235-4281 093-235-4281 R3.06.15

北九州支部 （01） 19725 ㈱奥村不動産 奥村　聡 福岡県北九州市小倉北区大手町7-38
大手町ビル 201 093-571-2220 093-571-2221 R3.07.13

北九州支部 （01） 19730 ㈱ソノダ不動産開発 園田　賢志 福岡県北九州市小倉北区片野 1-1-3
KI ビル三萩野 2FA 093-953-8257 093-951-0777 R3.07.20

北九州支部 （01） 19734 ㈱岩村不動産 岩村　誠 福岡県京都郡みやこ町犀川木山
1177-18 0930-42-1237 0930-55-0017 R3.07.28

久留米支部 （01）
大臣 9501 ㈱田村ビルズ久留米合川店 光永　真貴 福岡県久留米市東合川 6-1-3 0942-41-8055 0942-41-8056 R3.06.08

久留米支部 （01） 19706 ㈱キープジャパン 坂井　健旗 福岡県久留米市善導寺町与田 779-1 0942-47-5773 R3.06.21

久留米支部 （01） 19707 一家㈱ 島　貴治 福岡県久留米市御井旗崎 3-11-1 0942-43-0580 0942-27-2423 R3.07.08
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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

久留米支部 （01） 19721 ㈱ Banquet　future 原口　雅典 福岡県久留米市合川町 1724-1 0942-80-0172 0942-80-0397 R3.07.07

県南支部 （01） 19731 エーケーデザインラボ 柳谷　彬 福岡県みやま市瀬高町下庄 1718-9 0944-78-9135 0944-78-2406 R3.07.20

退 会 者 一 覧 表 期間 : R03.06.01 ～ R03.7.31

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）

大臣 7725 ㈱駅前不動産新宮店 阿部　雛子 福岡県福岡市東区和白丘 1-23-1 R3.7.2

東部支部 （07） 11910 ㈲三苫不動産 堺　紀代朗 福岡県福岡市東区三苫 4-8-29 R3.6.22

東部支部 （05） 14207 ㈲スペースプラン創作家 中本　泰生 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南 2-13-3 R3.6.9

東部支部 （03） 15570 旭不動産販売㈱ 波多野　広 福岡県福岡市東区香住ケ丘 6-32-1　　 R3.6.30

東部支部 （03） 16416 ㈲建築工房ゆう 佐藤　真二 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西 3-15-36 R3.7.20

博多支部 （03）
大臣 7725 ㈱駅前不動産売買福岡 宗　良二 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-8-16

東洋マンション駅南スターオフィス 205 R3.7.26

博多支部 （08） 10143 ㈱ベスト電器 小野　浩司 福岡県福岡市博多区千代 6-2-33 R3.7.16

博多支部 （07） 11255 福一不動産 斉藤　順一 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-18-4
清川アパート 205 R3.7.28

博多支部 （04） 14457 ㈲アミィホーム 瀨田　和正 福岡県福岡市博多区昭南町 1-5-7-403 R3.6.16

博多支部 （03） 15654 伊佐ハウジング博多支店 北野　喜代志 福岡県福岡市博多区住吉 5-5-15-205 R3.7.13

博多支部 （03） 16367 ㈱ Good 不動産ぐっとくらしコンシェル博多駅前店 瀧澤　圭亮 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-4-12 R3.7.28

博多支部 （03） 16430 西武不動産九州㈱ 池田　義昭 福岡県福岡市博多区中洲 5-3-8
AQUA博多 5階 R3.7.30

博多支部 （02） 17391 ㈱アップル管理 境　善江 福岡県福岡市博多区祇園町 8-12-1125 号
（ロータリー大和） R3.6.16

博多支部 （01） 18558 ㈱ NISHIYAMA 泉　幸一 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-3-3 R3.7.1

中央支部 （15） 1377 三和不動産㈱ 梶谷　勝昭 福岡県福岡市中央区大名 2-11-25 R3.7.7

中央支部 （12） 4493 大丸不動産 高橋　ヤス子 福岡県福岡市中央区赤坂 3-10-49 R3.6.29

南部支部 （13） 3897 清水観光開発㈱ 清水　一二 福岡県福岡市南区長住 5-4-1 R3.6.25

南部支部 （02） 17392 福岡住宅販売㈱ 山下　智弘 福岡県福岡市南区警弥郷 1-20-1 R3.7.1

筑紫支部 （03）
大臣 7725 ㈱駅前不動産西鉄下大利店 下川　真人 福岡県大野城市下大利 1-11-7 R3.7.20

筑紫支部 （03） 15613 不動産ジョイハウス 瀧下　博昭 福岡県春日市松ヶ丘 5-105 R3.7.20

筑紫支部 （02） 17928 ㈱南成住建 濵田　達郎 福岡県筑紫野市二日市中央 2-4-1 R3.6.22

福岡西支部 （06） 12501 ㈲新星和ホーム 大島　伸男 福岡県福岡市早良区西新 1-1-21-510 R3.6.22

北九州支部 （08） 9961 ㈱大松 松本　卓志 福岡県北九州市八幡西区大字畑 576-3 R3.6.11

北九州支部 （07） 11218 ㈱昇陽興産 藤井　義男 福岡県北九州市門司区栄町 5-20-310 R3.6.8

北九州支部 （05） 13550 ㈲アイ・サービス 中島　孝明 福岡県北九州市小倉北区堺町 1-5-21 R3.6.1

北九州支部 （04） 14797 東洋地建㈱ 中村　チズ子 福岡県北九州市小倉北区寿山町 3-29 R3.6.11

北九州支部 （04） 14871 ㈱ザ・アール 田尻　守正 福岡県中間市扇ヶ浦 1-21-2 R3.7.7

北九州支部 （03） 15674 ㈱富士屋ビル 平垣　幸雄 福岡県北九州市八幡西区黒崎 1-12-12 R3.7.1

北九州支部 （03） 16030 北九州市立大学生活協同組合ひびきの店 江川　裕之 福岡県北九州市若松区ひびきの 1-4 R3.7.13

県南支部 （07） 12358 ㈱クロス 古賀　龍介 福岡県柳川市大和町豊原 630 R3.6.25

県南支部 （04） 14650 オレンジホーム 髙野　渉 福岡県大牟田市健老町 350 R3.7.1

県南支部 （03） 16139 ㈲石橋技研 石橋　淳二 福岡県柳川市三橋町磯鳥 301-5 R3.7.1

県南支部 （01） 18226 ㈱ホームスター不動産管理筑後店 増永　祐太 福岡県筑後市大字熊野 1444-2-2
ケアル B-4 R3.6.11

筑豊支部 （08） 9908 ㈲新建興産（社員資格喪失業者） 松浦　健二 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師 59-1 R3.6.3

　住環境整備委員会（藤原一行委員長）と犯罪
防止等活動理事（髙島照彦理事、石川浩司理事）
共同で性暴力根絶ポスターを鉄道連絡協議会へ

寄贈致しました。このポスターは、鉄道各社の
駅や電車内に掲示されます。同じデザインのチ
ラシを同封しておりますのでご覧ください。

性暴力根絶ポスターを寄贈しました！

第 546 号　　2021 年（令和 3 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
？

　この視覚表現＝VI（ビジュアル・アイデンティティ）マー

クは、昭和 56 年（1981 年）に大成印刷（当時）がデザイ

ンを制作し、本会の「福岡県不動産流通センター」のシン

ボルマークとなりました。当時の本会の広報誌には「鳩の

マーク」として紹介されました。ハトマークは、赤、緑、

白の 3色で構成され、それぞれ「太陽の赤、大地の緑、取

引の公正を象徴する白」を表現しており、また 2羽のハト

が寄り添う形は、信頼で結ばれる消費者と本会会員の姿を願いデザインされたものです。

　その後、会員店の信頼向上に役立てようと、ハトマークの使用を推奨し、昭和 58 年

（1983 年）には「ハトマークモデル店舗」活動を推進、県内に広く浸透しました。昭和

60 年（1985 年）には、全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）の統一マークとし、

全国展開が開始されました。

　現在では、本会加盟店のシンボルマークとして、また安心のマークとして広く認知さ

れるに至りました。

宅建協会の
ハトマークのはじまり

　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 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

H 34（R４）年 ５月 12/16（木）・12/17（金）アクロス福岡、12/21（火）小倉興産KMMビル Ｒ３年10月上旬

H 34（R４）年 ６月 1/18（火）・1/19（水）アクロス福岡、1/21（金）小倉興産KMMビル Ｒ３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。
  　　　　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

HP
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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ニセ電話詐欺を防ぐ！

　宅建業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するた
め、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面により契約を締結することが
必要ですのでご注意ください。

編集後記

　9 月 5 日（日）に予定していた「第 7 回

よか街福岡」は新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、開催中止となりました。

南部支部（宮内久滋支部長）は、ニセ電話詐欺の被害防止、騙されないようにする

社会的機運の醸成を目的として「まっ太フォン」50 台を福岡南防犯協会へ寄贈し、

8 月 3 日に寄贈式が行われました。

「まっ太フォン」とは、福岡県警が推奨するニセ電話詐欺被害防止機能の付いた電

話機の総称です。着信拒否、事前警告、自動録音、注意喚起の 4 つの機能を有しており、

使用者の約 98％がニセ電話詐欺の予防策として効果を実感しています。

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。

南部支部が詐欺防止機能付き電話機を寄贈

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。

　本年 5月 27 日に行われた社員総会において
下記会員について除名が決議されました。

　　免許番号：知事第 9908 号
　　商　　号：有限会社 新建興産
　　代 表 者：松浦  健二
　　住　　所：嘉穂郡桂川町大字土師 59-1

会員除名のお知らせよか街福岡
開催中止のお知らせ
第７回
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