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コロナ禍は全世界的な半導体不足を引き起こす
など、思いがけないところにも影響が出ています。
そのような中で、常に社会情勢にアンテナをはり、
会員の皆様のお役に立つ事業の実施及び会員
サービスの向上に努めてまいりますので、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

（事務局編集担当者）
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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、一昨年より引き続き「新型コロナウ
イルス」が猛威を振るった一年となりました。昨年 2
月より医療従事者からワクチン接種が始まり、我が国
の 2回目の接種率も 7割を越えるまでになりました。
感染状況は落ち着きを取り戻しつつありますが、まだ
まだ予断を許さない状況です。
世界各国で新型コロナウイルスとの闘いが続く中、
昨年 7月には延期となっていた東京オリンピック・パ
ラリンピックが開催されました。開会式をはじめ競技
のほとんどが無観客となる異例の大会となり、人々の
記憶に永く残る大会となりました。
国内政治に目を向けますと、昨年 10 月には任期満
了目前で衆議院が解散、総選挙となりました。結果は
自民党が絶対安定多数を占めました。至上命令である
「金融機関の不動産業参入阻止」を掲げる我々業界に
とりましては、政権与党の安定は欠かせないものと言
え、これからも引き続き政策要望を行っていきたいと
考えます。
業界ニュースとして目を引きますのが、昨年 10 月
に国土交通省が「心理的瑕疵」に関するガイドライン
を策定し、不動産取引における一定の説明基準が示さ
れることとなりました。このガイドラインの策定には、
全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）が長年要望

していたもので、全宅連の不動産総合研究所が意見具
申し、国土交通省の「不動産取引における心理的瑕疵
に関する検討会」に参画し、実現したものです。
また、本年 5月には改正宅建業法が施行される予定
であり、契約時の押印が廃止、重要事項説明書や契約
書の電子書面での交付が全面解禁されることとなりま
す。非対面による業務の効率化のほか、ペーパーレス
化により印紙税は非課税扱いとなるメリットがあり、
節税のために紙の契約書から電子契約に移行する、電
子化するケースも増えてくるものと思われます。今後、
DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向
けた大きな広がりが期待されます。
本会の関連事業としましては、西日本レインズが東
日本レインズシステムを採用した「新システム」が本
年 1月よりスタートしました。
本会としましては、コロナ禍の 2年間、一部事業が
実施できなかったことを顧み、ウイズコロナ・アフタ
ーコロナでの持続可能な事業を模索して参りたいと考
えます。その中で、本会は、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す。
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、サイトの改修など会員

電子契約が全面解禁となる
ＤＸ元年
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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、宅地建物取引業において、売買取引に係る
IT を活用した重要事項説明の運用が令和 3年 3 月に
開始され、10 月には「人の死の告知に関するガイド
ライン」が策定されるなど新たな制度が導入されてお
ります。これらの制度につきまして、適宜、会員の皆
様に周知していただいております。県といたしまして
も大変感謝いたしております。
また、増え続ける空き家の発生抑制と活用・処分を
図るため、本県では令和 2年 10 月に「空き家活用サ
ポートセンター（サポートセンター）」を開設し、各
種専門の関係団体と連携して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の支援
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、サポートセンター運営協議会の会長に就任
いただいているほか、専門性の高い相談への対応や、
出張相談会への参加など、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。

の皆様の業務支援に努めます。
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、本年 2月には本部講習会、10 月には県の補助事
業である業者講習会を開催、同時に動画配信も予定し
ております。また、自宅学習が続いておりました宅地
建物取引士法定講習会につきましても、動画配信が始
まります。本年 5月頃より受講者は「講習会の受付か
ら受講まで」Web を利用してパソコンで行うことが
できるようになります。
地域社会への貢献事業では、常設不動産無料相談所
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、大川市へ相談員を派遣してお
り、本年 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、福岡県が開設する

「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、地域社会への貢献事業を展開して参りま
す。そのほかに、初の事業として、県内 21 の児童養
護施設に対して、それぞれの施設が希望する空気清浄
機や消毒液、不織布マスクなどの新型コロナウイルス
感染拡大防止対策品を寄贈します。
本年は「壬寅（みずのえとら）」の年です。壬寅は「厳
しい冬を越え、芽吹き始め、新しい成長の礎」を意味
するそうです。まさに厳しかったコロナ禍を乗り越え、
DXの広がりが新時代の業界のスタンダードとなりま
すことを期待いたします。
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　永 山  慎 治

県民の豊かな住生活のさらなる
実現に向けて
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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、流通事業において昨年 10 月 2 日に不
動産情報ネット「ふれんず」・西日本レインズ等の画
面が表示されない事象が発生し、その不具合は 5日未
明まで続き、会員株主の皆様には多大なご迷惑をお掛
けしましたことを深くお詫び申し上げます。今後はこ
のようなことが起こらぬよう再発防止に懸命に努めて
参る所存でございます。
また、本年より全国 4つの指定流通機構（レインズ）
は 1つの共通システムを共同利用することとなりまし
た。稼働時間の短縮や登録証明書の直接取得など変更
点もございますが、ふれんずへの登録を通してレイン
ズへも登録するという物件登録方法は変わりません。
会員株主の皆様の業務をサポートするため新鮮な物件
情報を提供するという使命に変わりはございませんの
で、より使い易く、より役に立つ付加価値を模索しな
がら、ふれんずの機能を一層高めて参ります。
保険関連事業については、昨年、あいおいニッセイ
同和損保と新たに立ち上げました「宅建連携スキーム」
「紹介スキーム」へ多数のご参画を賜り誠にありがと
うございました。以前に比べ提携代理店は半減しまし
たが、建物火災等の商品力や引受けが拡大したことで
現在の売上は回復基調にございます。
また、新制度では存続基準 100 万円が設定され提携
代理店の存続を危惧しておりましたが、保険会社と協
議の上 2年連続で基準緩和を行えたことで、多くの代
理店が継続して売上を増やすことができております。
団体保険では、「宅建業者賠償責任保険」において、
以前からご要望の多かった買取再販等の自社物件の売
買業務も補償範囲に含めることができたほか、業務上
の傷病やハラスメントや解雇等の雇用トラブルを補償

する「業務災害補償保険」を新たにスタートし、好評
を頂いております。
レンタキャプティブ事業については、コロナ禍及び
利用会員の減少や経費の上昇が発生したために利益が
減少はいたしましたが、利用会員様に分配金をお支払
いすることができました。今後の業績動向や不透明な
市況等を勘案した結果、従来維持してきた分配率 10
％を 6.1％とさせて頂きましたが、「代理店手数料＋分
配金＝売上の 40％」の割合については昨年度と変更
はございません。
会館管理事業においては、当社本館建物が築後 30
年以上経過しているため、会員株主様に快適に利用い
ただけるよう建物の内部・外部の維持管理のための対
応を行っております。
研修事業においては、コロナ禍のため会場での開催
を止め、講演の収録動画を 1ヵ月間WEB上配信する
方式で 3回のセミナーを開催いたしました。受講者か
らは「何度も見直しができた」「空いた時間を活用で
きた」との声が多く寄せられたため、今後は従来の会
場開催とWEB配信の実施を併せて考えて参ります。
商品開発事業については、昨年 6月に全面施行され
た賃貸住宅管理業法に規定される賃貸住宅管理業者登
録票（標識）や従業者者証明書を販売開始いたしまし
た。また、クレディセゾンとの提携により、昨年 8月
より本館 1階店舗やネットショッピングにおいてクレ
ジットカード決済を導入し、キャッシュレス化や非対
面による商品購入等の利便性が向上するものと期待し
ております。
当社としましては、宅建協会と連携し、今後も会員
株主の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

コロナ禍に工夫し、
　　　  更なる業務支援を提供
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令和 3年度

令和3年11月15日に長崎県島原市のホテルシーサ
イド島原にて全宅連九州地区連絡会「交流会」が開催
されました。本交流会は九州8県の宅建協会が集まり
協会事業等に関して6つの分科会に分かれて意見交換
を行うもので、昨年は新型コロナウイルス感染拡大防
止のために中止となり、2年ぶりの開催となりました。
まず、三上九地連会長および坂本全宅連会長からの
ご挨拶があり、その次に全宅連関連団体の事業内容の

説明として、全宅連・全宅保証の担当者より推進事業
や今後の方向性等が話さ
れました。その後、各分
科会に分かれ、それぞれの
分科会ごとのテーマを基
に話し合いを行い、各県
協会の取組や工夫につい
て意見交換を行いました。

全宅連九州地区連絡会「交流会」が開催されました
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不動産情報ネットふれんずに関する規程のうち、以下の 2点
について変更がなされ、令和 4年 1月 6日より施行されました。
同日以降ふれんずBtoBサイトを利用する場合は、規程に同意し
ないと利用できない仕組みとなっていますので、必ずご確認く
ださい。より良いふれんずの運営のため、ご協力をお願いします。

①�ふれんずへのご意見・ご要望に関する規程変更について
ふれんずをご利用いただくなかで感じたご意見・ご要望を電
話やメールフォーム等の媒体でお寄せいただいていますが、皆
さまの意見を正確にくみ取るため、また、記録として残すため
に、今後はふれんず BtoB サイト上に設置している専用の「問
い合わせフォーム」からのみ受付をいたします。
専用フォームからご連絡いただくよう何度も伝えているのに
も関わらず、聞き入れていただけない場合は、ふれんず処分規
程に基づき、事情聴取及び処分の対象となる可能性があります。

②レインズシステム統合に関する規程変更について
令和 4年 1月より、レインズシステムが統合されたことに伴
い、西日本レインズの名称変更及び廃止機能の削除について規
程に反映させるため、ふれんず運営規程及びガイドラインを改
正しました。※ふれんずの運営に変更はありません。

令和3年11月13日に天神ソラリアプラザ1階にて、
住宅情報プラザ福岡主催の「住まいるフェア 2021」
が開催されました。2年ぶりの開催となった本イベン
トは、住まいに関する 6団体がブースを出展し、様々
な面から住まいについて考えるきっかけを提供するこ
とを目的としています。宅建協会（加藤龍雄会長）も
ブース出展を行い、物件検索コーナーを設けるととも

に不動産情報ネッ
トふれんずや協会
事業の PR を行い
ました。これまで
利用したことのな
い方がふれんずに
興味を持ち、時間
を忘れて物件検索

を行う姿も見られました。
他にも、「自分らしい住生活セミナー」と題して、
整理収納コンサルタントの里舘友子氏によるお金をか
けない節約収納術や、カラーコンサルタントの久保田
みき氏による自分らしい部屋づくりのためのカラーア
ドバイスなどのトークイベントが開催され、暮らしの
ヒントとなる内容に多くの人が関心を寄せている様子
がうかがえました。ワークショップでは子どもたちが
泥団子作りやオリジナルトレイ作りに挑戦したほか、
屋外会場では免震体験ブースが設けられ、過去に日本
で起きた地震の実際の震度を体験することができまし
た。
当日は、天候にも恵まれて、幅広い年齢の方々や多
くの家族連れが来場され、これからの住まい方につい
て楽しみながら学べる 1日となりました。

～ふれんずに対する要望は「問い合わせフォーム」よりお願いします～

住まいの事、知って学んで、みんなでスマイル！

「住まいるフェア福岡2021」に宅建協会がブース出展

詳細は宅建協会HPをご確認ください。
URL：https://member.f-takken.com/top-news-
detail?id=1890
（会員個別の ID・パスワードが必要です）

フォーム設置場所説明
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以前より広報誌などでご案内して

いるとおり、賃貸・売買取引での IT

重説（テレビ・WEB 会議等の IT を

活用して行う重要事項説明）が解禁

されました！これにより、これまで対

応が難しかった遠方のお客様や非接

触を希望されるお客様、忙しくて日程

調整が難しいお客様に対して、より重

説が実施しやすい環境となりました。

コロナ禍により需要が高まっている
IT 重説ですが、実施するには「双方
でやりとりできる IT環境の整備」や「重要事項説明書等の事前送付」などの要件を満たす必要があり、「利
用したいけど、何をしたら良いかわからない」という問い合わせを多くいただいていました。
そこで、流通促進委員会（角田幸雄委員長）は会員および消費者向けに、独自の IT重説マニュアルおよ

び解説動画を作成しました。会員向けマニュアルでは、IT重説を実施する際の必要な要件や実務の流れな
どをわかりやすく解説しています。
また、消費者向けマニュアルで
は、初めて利用する方が見るだけ
で「IT 重説とはなにか」「何をす
れば良いか」などをご理解いただ
けるような内容となっています。
この消費者向けマニュアルは会員
サイトだけでなく、福岡県宅建協
会のホームページにも掲載してい
ますので、IT重説を実施する際は、
消費者の方へぜひご案内ください。
この機会に、より幅広いお客様
に対応するために IT 重説を実施
してみてはいかがでしょうか。

【IT重説マニュアル（会員様向け）】 ※会員個別のID・パスワードが必要です
　https://member.f-takken.com/video/it-juusetsu

【IT重説マニュアル（消費者向け）】
　https://www.f-takken.com/kyoukai/kensyu_seminar/

〔参考〕
【国土交通省　プレスリリース】
　https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00013.html

【国土交通省　IT重説相談窓口一覧】
　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000047.html

～ お客様に「IT重説」を説明しやすくなります！ ～

解説動画利用マニュアルIT重説 の ＆ を公開しました！福岡県宅建協会

オリジナル
福岡県宅建協会

オリジナル

OriginalOriginal
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相談所運営委員会（鶴田誠二委員長）は、令和

3 年 11 月 10 日、11 日、12 日、の 3 日間、オ

リエンタルホテル福岡博多ステーションにて「不

動産相談員全体＋ブロック研修会」を保証協会福

岡本部（加藤龍雄本部長）と合同で開催しました。

　今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
9月 7日に開催予定としていた全体研修会単体での開
催を中止とし、密を避けるため、ブロック研修会と合
わせての開催となりました。
本研修会は 3部構成となっており、研修Ⅰでは講師
に（公社）全国宅地建物取引業保証協会の顧問弁護士
である佐久間豊氏をお招きして、「保証協会中央本部
が取り扱う苦情案件に対する審査について」と題し、
相談所での執務の際、一般相談か苦情相談かを判断す

住環境整備委員会（藤原一行委員長）は、犯罪防止
等活動担当理事と合同で令和 3年 10 月 29 日嘉麻市の
カホアルペにて勉強会を開催しました。
この勉強会は、積極的な移住・定住促進に関する取
組みを行っている嘉麻市の現状や具体的な取組み、実
績等を知るため現地を訪問し、市担当者からの話を聞
くことで理解を深め、他の市町村にも活かしていくこ
とを目的として嘉麻市産業振興課のご協力のもと実施
されました。
会場となったカホアルペは、廃校となった小学校を
宿泊施設としてリノベーションしたもので、九州最大
級の広さを持つボルダリング施設や農業体験施設が併
設されており、ホールの大きな窓から望む美しい嘉穂
アルプスの山々が印象的でした。
嘉麻市の移住・定住関連施策は多数あり、空き家バ
ンク制度については本会と協定を締結しており成約実

る重要なポイントや、中央本部が苦情案件や弁済金の
認証可否についてどのように考え、審査が行われてい
るのかについて重点的に解説いただきました。
研修Ⅱでは相談事例 2問に対して、苦情相談に該当
する相談か否かを判断するグループディスカッション
を行いました。判断した理由について各テーブルで活
発に議論が行われた後、各班の代表者から回答発表が
行われました。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
な意見や質問が出されました。
研修Ⅲでは事務局担当者より、消費者からの相談内容

を記録する相談票を新たにデータベースで管理していく
「相談所案件管理システム」についての説明がありました。
今年度の研修会を通して、相談事案への理解を深め
た不動産相談員の益々の活躍が期待されます。

績もあるが、登録
物件数を増やすこ
とが課題とのこと
でした。
この他にも、転
入者で新たに住宅
を購入する子育て
世代への「転入者住まい応援給付金」や移住して嘉麻
市で開業するひとへの「移住定住起業チャレンジ支援
事業補助金」等の取組みも行っており、それぞれの制
度で多数の実績があるとのことでした。
担当者の説明の後の質疑応答では、委員からの質問
に加え、担当者からも市での取組みに関する課題等に
ついて相談もあり、大変有意義な時間となりました。
住環境整備委員会では今後もこのような勉強会を実
施していくとしています。

令和３年度

不動産相談員全体＋ブロック研修会を
開催しました

住 環 境 整 備 勉 強 会令和3年度 を開催しました！を開催しました！
廃校小学校を宿泊施設にリノベ！　ボルダリングや農業体験施設も併設
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博多支部（角田幸雄支部長）は、登下校時の児

童の安全を守るため、街頭防犯カメラ 6 台と防犯

ブザー 200 個をそれぞれ福岡市博多区吉塚校区自

治協議会と吉塚小学校に贈呈しました。

11 月 15 日に博多警察署で行われた贈呈式では、博
多警察署穴吹尚之署長が「防犯カメラは犯罪抑止、事
件発生時は捜査に不可欠なツールであり、増配置によ
ってますます安全な吉塚校区ができると期待してい
る」と述べました。また、吉塚小学校只隈真一校長は
「防犯ブザー 200 個は低学年生や防犯ブザーが故障し
ている児童を中心に配布したい」と述べました。

南部支部（宮内久
滋支部長）は、10 月
29日に南部支部事務
所にて、南区社会福
祉協議会へ絵本 90
冊を贈呈しました。

社会福祉協議会は、福岡市から委託を受け、子育て
サロンや講習会、子ども食堂等の運営補助を行ってい
ます。贈呈された絵本 90 冊は、南区社会福祉協議会
を通じ、各運営団体に贈呈されます。

南部支部（宮内久滋支部長）は、令和 3年 10 月 19
日に宅建協会南部支部にて玉川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 13 回目の寄贈となります。
寄贈式には南部支部、玉川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。

博多支部では今後も博多区の各地域に防犯事業を拡
げていきたいとしています。

南部支部が南区社会福祉協議会へ絵本を寄贈！

南部支部が通算13台目となる 青パト を寄贈！

博多支部が街頭防犯カメラと防犯ブザーを贈呈
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㈱福岡県不動産会館（榎本敏己社長）では、お客様から
のご要望の多かった契約書等製本テープを新たに販売を開
始しました。あらかじめA4サイズの長さに切ってあるた
めハサミ等を使う必要がなく、シールタイプですぐにご使
用いただけます。また、白を基調にしているため割印も鮮
明に押せるだけでなく、ハトマークが印刷されているため、
契約書作成ソフト等で印刷された契約書式をこちらの製本
テープでとじ込んでいただくと、契約書の見栄えがアップ
する仕様となっています。
不動産会館 1階商品販売コーナー及びふれんずショッ

ピングにて購入できますので、この機会に是非お買い求め
ください。

商品名　：契約書製本テープ
　　　　　（ハトマーク付）
枚　数　：20枚入り
販売価格：700円（税込）
寸　法　：35mm× 297mm
　　　　　（A4サイズ）

契約書製本テープ（ハトマーク付）
販売開始のお知らせ

この度、令和 3年 6月 15日に施行された「賃貸
住宅の管理業務等の適正化に関する法律」（以下、「本
法」）に対応した、新たな「建物賃貸管理委託契約書」
の販売を開始いたしました。販売価格は 150円（税
込）となります。
本法では法施行日時点で 200 戸以上の管理戸数

を管理する管理業者もしくは管理業登録をした業者
は、管理受託契約の締結時に必要な事項を記載した
書面を交付しなければならないとされており、この
度販売を開始した建物賃貸管理委託契約書は、上記
の必要事項を満たした書式となっております。
書式の詳細につきましては、前号の宅建ふくおか

（No.547）の『「賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律」に基づく契約書・重要事項説明書の策
定について』をご参照ください。宅建ふくおかのバ
ックナンバーは会員サイトからもご覧いただけるよ
うになっています。
なお、前号お知らせした管理受託契約を締結する

前の重要事項説明書につきましては、会員サイトの「書
式のダウンロード」よりご利用いただけます（無料）。
また、ふれんずらくらく契約書（賃貸版）をお使

いの方は上記の建物賃貸管理委託契約書および重要
事項説明書のいずれもアップデートにて対応してい
ます。

（株）福岡県不動産会館

（株）福岡県不動産会館販売を開始しました！
賃貸住宅管理業法に対応した の

宅建ふくおか　バックナンバー
https://member.f-takken.com/public-relations
（会員個別の ID、PWが必要になります。）

ふれんずショッピング

https://www.f-takken.com/shopping/

「建物賃貸管理委託契約書」
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R03.10.01 〜 R03.11.30

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 （04）
大臣 7144 Apaman　Property ㈱

吉塚店 古賀原　菜都実 福岡県福岡市東区馬出 1-1-2
平野ビル 092-645-2200 092-645-2201 R3.10.12

東部支部 （01）
大臣 9576 ㈱リアルティストア

福岡東店 葛城　大作 福岡県福岡市東区名島 3-2-6 092-410-3966 092-410-3967 R3.10.12

東部支部 （01） 19811 ルナタウン㈱ 八島　俊司 福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬 980-4 092-931-5550 092-931-5551 R3.10.12

東部支部 （01） 19822 グッドライトホーム㈱ 渡口　佳右 福岡県福岡市東区三苫 5-1-77
フロンティアⅠ 101 092-605-3535 092-605-3536 R3.11.8

博多支部 （01） 18855 ㈱フィンボイス 中野　竜矢 福岡県福岡市博多区古門戸町 3-3
フラットコモンド 1階 092-409-9883 092-409-9884 R3.10.12

博多支部 （01） 19728 アセット・クリエイティブ㈱ 馬場　康夫 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-8-
27 092-260-8681 R3.10.12

博多支部 （01） 19791 ㈱レーヴハウス 池田　一馬 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-26-14　第 2宮島ビル 2-D 092-402-1997 092-518-5468 R3.10.12

博多支部 （01） 19796 キュウセツAQUA㈱ 大野　征博 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-3-
10 092-451-2821 092-451-2647 R3.10.12

博多支部 （01） 19809 ㈱ Zero － Ten 榎本　二郎 福岡県福岡市博多区祇園町 8-13
第一プリンズビル 1F 092-292-4944 092-292-4945 R3.10.12

博多支部 （01） 19819 ステップワン不動産㈱ 田中　晋 福岡県福岡市博多区冷泉町 7-9-
201 092-409-1878 092-409-2679 R3.11.8

博多支部 （01） 19836 オリナス㈱ 平川　光明 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-14-25　新幹線ビル 2号館 5階 092-409-3203 092-409-3206 R3.11.12

博多支部 （01） 19847 ㈱アルテ 神松　英治 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-23-4-601 092-409-7926 092-409-7927 R3.11.25

中央支部 （01）
大臣 9073 ㈱レジデンシャル不動産

福岡支店 宮前　達也 福岡県福岡市中央区天神 1-1-1
アクロス福岡 12階 092-791-7141 092-791-7142 R3.10.12

中央支部 （01）
大臣 10011 楽 HOUSE㈱

福岡支店 蘇要　楽図 福岡県福岡市中央区大名 1-8-25 092-409-3363 092-409-3373 R3.11.8

中央支部 （01） 19752 ㈱ウィングローリー 野村　瑠似 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-10-
1-301 092-600-1254 092-600-1253 R3.10.12

中央支部 （01） 19806 ㈱大濠リアルエステート 田中　健太郎 福岡県福岡市中央区薬院 2-14-26-
1F 050-6876-1760 R3.10.12

中央支部 （01） 19808 福岡不動産リアリティ九州㈱ 安部　仰 福岡県福岡市中央区春吉 2-18-6 092-722-5601 092-722-5602 R3.10.5

中央支部 （01） 19817 ㈱ Rapport 武内　桂子 福岡県福岡市中央区荒戸 1-15-11
グランパーク西公園 605 092-401-1432 092-401-1432 R3.11.8

中央支部 （01） 19821 Weekend ㈱ 増﨑　慶太 福岡県福岡市中央区港 2-11-23
かもめヒルズ 2F 092-233-4397 092-233-4397 R3.11.8

中央支部 （01） 19825 ㈱スタイルイノベーション 荒牧　遼 福岡県福岡市中央区大名 2-3-3-2F 092-406-3469 092-406-3479 R3.11.8

中央支部 （01） 19838 ㈱レーサム福岡 天野　孝一 福岡県福岡市中央区今泉 1-2-8
ANDON3階　3J 号室 092-738-7715 092-738-7716 R3.11.12

中央支部 （01） 19840 ㈱ O2製作所 於保　達也 福岡県福岡市中央区春吉 2-16-23
レジデンスリブラ 205号 092-753-7831 R3.11.22

南部支部 （01） 19835 ㈲ユース・ノダ 野田　公一郎 福岡県福岡市南区長住 7-34-1 092-511-7575 092-511-3851 R3.11.12

南部支部 （01） 19842 ㈱サンライズワン 小倉　幹男 福岡県福岡市南区大橋 2-3-16
ESTAS大橋 102 号 092-408-7651 092-408-7652 R3.11.22

福岡西支部 （01）
大臣 9346 ㈱不動産 SHOPナカジツ

ふくおかにし店 戸谷　辰徳 福岡県福岡市西区福重 2-2-43 092-894-1188 092-894-1200 R3.11.8

福岡西支部 （01） 19799 ㈱ will プランニング 山田　健治 福岡県福岡市西区今宿 1-1-31-3F 092-519-9444 092-519-9444 R3.10.12

福岡西支部 （01） 19807 ロイヤルフィールド㈱ 森田　啓之 福岡県糸島市前原中央 2-1-21
前原駅前ビル 4F東 092-334-1365 092-334-1696 R3.10.12

福岡西支部 （01） 19816 （同）カレン 山口　亮 福岡県福岡市城南区鳥飼 5-7-6-
302 092-852-7055 092-852-7056 R3.10.18

福岡西支部 （01） 19843 ㈱ワカタケ不動産 田口　菖大 福岡県福岡市西区姪の浜 2-1-12
フェニックスハイツ 202号 092-836-5669 092-836-5669 R3.11.22

北九州支部 （02）
大臣 8700 大英産業㈱

行橋みやこ店 副田　武 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田 475-1
ウィル KDA棟 101 号 102 号 0930-28-8550 0930-28-8557 R3.11.8

北九州支部 （01） 18468 ケイアイスタービルド㈱
北九州八幡営業所 益田　諒一 福岡県北九州市八幡西区藤田 2-1-

1-102 093-482-7333 093-482-7356 R3.11.8

北九州支部 （01） 19792 ㈱エルアンドエフ 城　聖 福岡県北九州市小倉南区津田
1-14-6 093-474-0055 093-474-0077 R3.11.8

北九州支部 （01） 19793 SKペイント㈱ 稲田　秀一 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 2-28 093-221-3580 093-221-3581 R3.10.12

北九州支部 （01） 19801 ㈱三ヶ森企画 椋本　隆義 福岡県北九州市八幡西区三ケ森
4-45-21 093-614-8960 093-614-8961 R3.11.8

北九州支部 （01） 19814 ㈱一木窯業 佐藤　隆英 福岡県北九州市小倉南区朽網西
1-9-3 093-383-0055 093-383-0166 R3.10.13

久留米支部 （03）
大臣 7825 朝日 I ＆ Rリアルティ㈱

久留米支店 眞島　克也 福岡県久留米市東櫛原町 1030-1-
2F 0942-64-9388 0942-64-9389 R3.10.12
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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） 19790 ㈲シンセイ産業 酒見　英裕 福岡県久留米市瀬下町 339 0942-34-8859 0942-35-8780 R3.11.8

県南支部 （02）
大臣 8577 久留米建設㈱

大牟田店 松尾　司 福岡県大牟田市大字白銀 608-3 0944-41-3010 0944-41-3050 R3.11.8

県南支部 （01） 19804 ㈱上口建設 上口　真大 福岡県大牟田市大字田隈 505-2 0944-53-7102 0944-88-9826 R3.10.5

県南支部 （01） 19805 ㈲丸の内建設 内藤　秀典 福岡県八女郡広川町大字広川 405-3 0943-32-5872 0943-32-3726 R3.11.8

県南支部 （01） 19815 ToKu 企画㈱ 徳永　正博 福岡県八女市鵜池 147-3 0943-23-3597 0943-23-3597 R3.10.12

県南支部 （01） 19824 ㈱ひろホーム 江﨑　干里 福岡県柳川市大和町皿垣開 1406 0944-76-5150 0944-76-5151 R3.10.26

退 会 者 一 覧 表 期間 : R03.10.01 〜 R03.11.30

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 （10） 8613 ㈱不動産情報センター
新宮支店 熊野　昭博 福岡県福岡市東区和白丘 1-23-4 R3.11.2

東部支部 （08） 10538 ㈲エムコーポレーション
千早駅前店 堤　計輔 福岡県福岡市東区千早 4-27-1 R3.11.2

東部支部 （06） 12999 東都住宅㈱ 松本　直行 福岡県福岡市東区馬出 2-3-30 R3.10.14

博多支部 （11） 5742 鬼塚商会 鬼塚　勝利 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-19-17-413 R3.10.29

博多支部 （09） 8609 ㈱サン・ライフ 古池　善司 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25
ビジネスセンタービル 8F R3.10.5

博多支部 （01） 18273 ㈱日本伝統建築サンジョウ 岩岡　宏美 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-23-4-802 R3.11.26

博多支部 （01） 19129 ㈱ NTTファシリティーズ九州 粟野　治 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-17-21 R3.10.21

博多支部 （01） 19232 ㈱ミカタ不動産 河野　眞 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-27-25
第二岡部ビル 815 R3.10.28

中央支部 （06） 12588 ㈱ウエムラ 上村　保之 福岡県福岡市中央区高砂 2-6-4 R3.10.28

中央支部 （02） 17792 ㈱トット不動産
福岡支店 安武　貴士 福岡県福岡市中央区天神 3-7-24

八尋ビル 401号・502 号 R3.10.28

南部支部 （07） 11564 ㈲トーア都市開発研究所 中原　貴子 福岡県福岡市南区老司 5-42-6 R3.11.25

筑紫支部 （07） 11192 武末建設不動産部 武末　賢一 福岡県那珂川市大字片縄字妙見 523-4 R3.11.24

筑紫支部 （01） 18515 ㈱グッドホーム 大久保　真実 福岡県大野城市大城 1-23-6 R3.10.20

福岡西支部 （12） 5678 早良地所 高田　康博 福岡県福岡市早良区西新 1-12-20 R3.10.28

福岡西支部 （06） 12575 ユーコウ土地 飯田　幸雄 福岡県福岡市城南区梅林 4-2-22 R3.10.11

福岡西支部 （05） 14330 ㈱サン・プラザホーム
糸島支店 梅澤　敏範 福岡県糸島市前原西 1-15-30 R3.10.28

福岡西支部 （04） 15553 ㈱ A＆ F 川上　茂 福岡県福岡市早良区原 4-16 番 27-304 号 R3.11.5

北九州支部 （11） 6033 三栄地建 中野　誠之 福岡県北九州市門司区錦町 4-28 R3.11.4

北九州支部 （10） 7488 ㈱北州工務店 坂本　学 福岡県北九州市小倉北区片野新町 2-8-2 R3.10.29

北九州支部 （05） 13402 ㈱オオタニ 井上　智博 福岡県北九州市八幡西区金剛 1-1-5 R3.10.22

北九州支部 （01） 18625 東光㈱ 山﨑　純一 福岡県北九州市八幡西区鷹見台 1-12-10 R3.11.5

久留米支部 （05） 14330 ㈱サン・プラザホーム
久留米支店 猿渡　敏政 福岡県久留米市白山町 564-1 R3.10.22

久留米支部 （01） 18245 グロリア不動産部 西田　京子 福岡県うきは市吉井町 1165 R3.11.24

県南支部 （11） 5973 ㈲三畑不動産 畑中　富雄 福岡県大牟田市浄真町 10 R3.11.16

県南支部 （02） 17760 ㈱ブランディング・イノベー
ション 中島　一郎 福岡県八女市本村 806-1 R3.10.5

　福岡県宅建協会では、本会の業務活動を円滑
にするために、専門委員会を設置し、さまざまな
活動を行っています。今回、各専門委員会より、
今後の委員会運営の参考にさせていただきたく、
アンケートにご協力ください。

　ご回答は本誌同封のアンケート用紙、会員サイト
（https:/member.f-takken.com/）、ふれんず
会員間サイト（https://b2b.f-takken.com/）
のいずれかより、令和 4年 2月28日までにご回
答いただきますようよろしくお願いします。

専門委員会アンケート調査についてのご協力のお願い
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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 34（R４）年 ８月 3/17（木）アクロス福岡、3/15（火）小倉興産KMMビル Ｒ４年１月上旬

H 34（R４）年 ９月 4/19（火）・4/20（水）アクロス福岡、北九州会場開催なし Ｒ４年２月上旬

H 34（R４）年10月 5/17（火）・5/18（水）アクロス福岡、5/24（火）小倉興産KMMビル Ｒ４年３月上旬

※R4年3月から9月までの期間はアクロス福岡会場が4階から7階へ会場が変更となります。
※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。

円（税込）
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令和 3年国土交通大臣表彰を福岡県宅建協会の今林政秋副会長が受賞され、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。

今 林
副会長 を受賞令和3年 国土交通大臣表彰

【国土交通省】賃貸住宅管理業登録制度（告示制度）の廃止
　賃貸住宅管理業法の施行に伴い、平成 23年に施行された「大臣告示に基づく賃貸住宅管理業登
録制度（告示制度）」を廃止する「賃貸住宅管理業者登録規程等を廃止する告示（廃止告示）」が
公布され、告示制度は賃貸住宅管理業法の施行日（令和 3年 6月 15日）をもって廃止されました。

編集後記

　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

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。

　標記講習会を、ＷＥＢでの講習並びに下記の
会場にて開催いたしますので、是非ご受講いた
だきますようお願い申し上げます。

１．日時・会場
　●ＷＥＢ講習
　令和４年２月１日（火）～３月１１日（金）
　福岡県宅建協会ホームページ内
　「動画視聴ページ」にて開催

　●会場講習
日　程 会　場

令和4年2月  9日（水） サザンクス筑後　小ホール
令和4年2月10日（木） のがみプレジデントホテル
令和4年2月14日（月） アクロス福岡　イベントホール
令和4年2月17日（木） 北九州国際会議場 メインホール

　※いずれの会場も 13 時 30 分より開催

２．本講習内容　
「調査・説明義務違反と宅建業者の民事上・刑事上・行政法上の責任」
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

動画視聴
ページ

本部講習会のお知らせ
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