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果樹を中心に様々な園芸作物の栽培・展示など、
市民の園芸振興拠点施設でもある花畑園芸公園
の梅園です。
白梅の鶯宿や南高、鹿児島紅梅、楊貴妃など約
330本の梅が花を咲かせ、春の訪れを感じさせて
くれます。
お散歩がてらに是非楽しんで下さい。

（南部支部　シノクマ地建㈱　津間本 耕洋 氏）

花畑園芸公園の梅園

（奇数月15日発行） 一部 50円〔会費に含む〕
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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年はじめより感染拡大が始まった新型コロナウイルスにより令和 3年度においても、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」等各委員会事業については、中止せざるを得ない状況となった。新型コロナウ
イルスは今年に入り変異株への置き換わりも進み、令和 4年度の事業についても計画案どおりに
実施できるかは不透明ではあるが、コロナ禍で確立したWeb会議や業者講習会・本部講習会等の
Web視聴の導入などによる事業を推進、会員への情報提供の拡充に努めたい。さらに、本年6月
より宅地建物取引士法定講習会についても、動画配信が始まり、「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るなど受講者の利便性向上が期待される。
本年 5月には改正宅建業法が施行され、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。このことは、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る。ただし、電子契約を行う上で、課題も多く、
特に存在証明と非改ざん証明のための「タイムスタンプ」や原本性の担保の役割を果たす「電子署
名」などの仕組みを構築する必要がある。本会としては、電子契約に関する会員への業務支援とし
て、低料金で利用できるシステム構築を行っていきたい。今後、業界では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る。
令和4年度の本会の公益目的事業については、「調査研究・情報提供事業」である不動産流通事

業「不動産情報ネットふれんず」が昨年末まで（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たが、西日本レインズの決定により本年 1月から（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（共通レインズ）に移行
した。これまでのサブセンター一体型のレインズシステムから共通レインズへ移行した訳だが、こ
のことに伴い、共通レインズへの物件登録がふれんずからのデータ転送となり、シームレスな検索
ができなくなった。本会としては、会員の利便性等を考慮し今後も引き続き、このような問題点の
解消に向け取り組んでいきたい。
「啓発活動・人材育成事業」においては、業者講習会・本部講習会や福岡県の委託事業である宅
地建物取引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」においては、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、福岡県が開設している「福岡県空き家サポートセンター」への相
談員の派遣など各行政の空き家・空き地対策事業や福岡県が本年 4月にスタートした「パートナ
ーシップ宣誓制度」※への協力を推進していきたい。また、引き続き、災害時や緊急事態等に対す
る地域貢献についても積極的な支援を行っていきたい。
ふれんずのPR活動については、従来のテレビCMのほかに新たにYouTube（動画閲覧サイト）

及びTVer（民法公式テレビポータルサイト）の視聴前、視聴中に表示される広告の掲出も行う。
近年、YouTube などの動画サイトや民法各局の番組を視聴者が好きなときに視聴できるTVer に
関しては、年々ユーザーが増加している。特にTVer は、表示されるCMをスキップすることが
できず、完全視聴率が高い今注目のメディアであり、福岡県内153万人のユーザーが視聴している、
CM効果が期待できる媒体であると考える。
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活動などを通じ社会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 3回目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

令和４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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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4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。

※パートナーシップ宣誓制度
性的少数者の方々は、社会生活の中で周囲の好奇な目にさらされるなど偏見や差別に苦しんでおり、

同性カップルであることを理由に賃貸住宅への入居申込が困難となるなど社会生活上の障壁がある。
これらは基本的人権に関わる問題であり、こうした差別をなくすため、福岡県は「福岡県パート

ナーシップ宣誓制度」を開始、県営住宅への入居申込など県の行政サービスが受けられるようにす
る。今後、利用可能なサービスを広げるため、市町村や民間企業にもサービスの提供を求めていく
こととし、宅建協会に対しても会員の皆様への協力を呼びかけている。

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、会員数の増加により㈱
福岡県不動産会館からの寄付金の受領を予算化す
ることなく、おおよそ 2180 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、引き続き Web 視
聴もできるようにし、宅建士法定講習会について
も、Web 受講体制を整える。

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、
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総務省、福岡県、各市への不動産相談員の派遣や
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。そのほか、電子契約シス
テムの構築など不動産 DX の研究に関する事業を
推進したい。

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）」や

「福岡県空き家活用サポートセンター（イエカツ）」
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。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施
行に伴う賃貸住宅管理業に係る登録制度に関する
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 TV の ほ か に
YouTube などの動画サイトへの CM 拡大や本会
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 4 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
よる人権啓発に取り組んでいきたい。また、福岡
県の「パートナーシップ宣誓制度」への協力を推
進したい。

＜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事業を実施したい。

＜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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ふれんず BtoB サイトでは、会員のみなさまからご登
録いただいた成約事例を公開しています。この成約事
例は「ふれんず利用ガイドライン」の中で購入や売却
等を検討する顧客に対して取引価格を設定する場合の

「意見の根拠」としてのみ明示することと規定されてお
り、利用する場合も成約物件の特定が困難となるよう
な工夫を施す必要があるとされています。また、広告
や宣伝等で利用してはならないとも規定されています。

しかしこの度、成約事例の利用について、下記のよ
うな事案が発生しています。

【事例】

マンションＡの成約事例を見た会員が、マンショ
ンＡの住人宛に、成約日時、成約金額、階数、坪単価、
㎡単価などを記載したチラシを配布した。チラシの
情報を知った売主から、個人情報の漏洩ではないか
とのことで、成約報告を行った元付業者に抗議の連
絡があった。

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に
より特定の個人を識別することができるもの（他の情
報と容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。）を
いいます。（「不動産流通業における個人情報保護法の
適用の考え方」参照）

今回の場合、引っ越しの日時などの情報と組み合わ
せると、マンションの住民はこの成約事例がどの部屋
か容易に特定できるため、個人情報保護法違反と考え
られます。

このような事案では、「業務に関し他の法令に違反し、
宅地建物取引業者として不適当であると認められると
き」に該当する場合、宅地建物取引業法 65 条１項（指示）、
65 条２項（業務停止）、66 条１項９号（免許取り消し）
が適用される可能性があります。

ふれんずでは、現在の規程においても「ふれんず処
分規程」に基づく処分の対象になりますが、成約事例
を登録する目的を明確化するため、また、個人情報に
関する取り扱いについてより強く注意を促すために令
和４年 3 月 4 日よりふれんず規程が変更されました。
詳しくは右記表をご確認ください。（赤文字部分を追加
しています）

また、ふれんず成約事例の詳細画面に「個人情報を
隠す」ボタンを設置しました。このボタンを押すと、
戸建・土地の場合は（番地、地番、物件名称）、マンシ
ョンの場合は（番地、地番、マンション名、号棟、部
屋番号）が非表示となります。消費者など第三者へ渡
す際は、印刷時に必ず個人情報を非表示にしたうえで
ご利用ください。

成約事例は、会員の皆さまが業務を行ううえで大切
な資料の一つです。数社の行為が消費者や会員全体に
影響を与える可能性がありますので、個人情報につい
ては正しくご利用いただきますようお願いします。

〔参考資料〕
「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告
（不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方）
https://www.mlit.go.jp/common/000215849.pdf

不動産情報ネット「ふれんず」運営規程　新旧対照表

～（中略）～

（成約報告義務）

第 13条 会員は、登録した物件が成約に至ったときは、所定の様式又は方

法により２日 （休業日を除く）以内に、「ふれんず」に報告しなければなら

ない。
～（中略）～

現 行

～（中略）～

（成約報告義務等）

第 13条 宅地建物取引市場の信頼性・透明性を高め、取引の円滑化・活性

化を図るため、会員は、登録した物件が成約に至ったときは、所定の様式又

は方法により２日 （休業日を除く）以内に、「ふれんず」に報告しなければ

ならない。

２ 会員は、成約情報を閲覧・利用する場合、個人情報保護の観点から、宅

地建物取引業法第 45条及び第 75条の３、「不動産流通業における個人情報

保護法の適用の考え方」を遵守のうえ、取り扱うものとする。

～（中略）～

附 則

この規程は、令和４年３月４日から施行する。

新 規 程

成約事例は です！個人情報個人情報
取り扱いに十分ご注意ください取り扱いに十分ご注意ください
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人材育成委員会（秋山伸也委員長）は、本部講

習会を2月1日から3月11日までのWEB講習と、

2 月 9 日から 2 月 17 日までの間に県下 4 会場に

て開催しました。

前回に引き続き、WEB 動画視聴による講習と、新型
コロナウイルス感染症対策を講じた会場での同映像視
聴による講習が、並行して実施されました。

今回の講習では、まず連絡事項として「アスベスト
調査・がけ地近接等住宅移転事業について」「暴力団情
勢等について」「よかばい・かえるばい企業参加事業所
募集」「宅地建物取引士法定講習会 WEB 申込・WEB
受講について」の 4 点が行政・本会担当者より説明さ
れました。

続いての人権研修では、福岡県の担当官より宅地建
物取引と人権について、令和 3 年 9 月に違法判決が出
たことなどが述べられました。

本講習では、涼風法律事務所の熊谷則一弁護士より、
前半は「調査・説明義務違反と宅建業者の民事上・刑

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では、「賃貸仲介・
管理業者向け実務セミナー」、「不動産オーナー向けセ
ミナー」動画を作成しました。例年、会場開催にて実
施している本セミナーですが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、期間限定で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」は現在公開中
で、「不動産オーナー向けセミナー」は 4 月上旬より公
開予定です。
「賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー」の第 1 部では、

賃貸住宅管理業法の施行に伴い本協会で策定した建物
賃貸管理委託契約書と重要事項説明書の解説や、法施
行に伴い登録業者に課せられている義務や罰則につい
て、第 2 部では、更なる発展が期待されている不動産
DX の前提から最新情報まで、実務のヒントになる情報
が盛りだくさんの内容です。
「不動産オーナー向けセミナー」では、オーナー様が

事上・行政法上の責任について」と題して、宅建業法
上や民事上の調査説明義務と違反した場合の責任や実
際の裁判例について解説され、後半は「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」につ
いて、10 月に策定されたガイドラインの内容を解説さ
れました。なお、本講習以外にも今回は熊谷弁護士に「売
買・賃貸借をめぐる最近の裁判事例」についても解説
いただいており、時間の都合上 WEB 限定で映像が公開
されました。

管理会社を選ぶ 1 つの基準として知っておくべき賃貸
住宅管理業法の概要について、また、大切な財産を守
るための生前対策の重要性について相続、家族信託の
観点から講師にご教授いただきました。

セミナー動画は、「賃貸仲介・管理業者向け実務セミ
ナー」は会員サイト上に、「不動産オーナー向けセミナ
ー」は当協会ホームページ上にて公開しています。会
員様、また、オーナー様をお誘いのうえ、この機会に
ぜひご視聴ください！

「賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー」、「不動産オーナー向けセミナー」動画●を

します！オンライン配信

動画視聴ページは、こちら↓
【賃貸仲介・管理業者向け実務セミナー】
https://member.f-takken.com
※ログインには会員個別の ID・パスワードが必要です。
【不動産オーナー向けセミナー】
https://www.f-takken.com/kyoukai/kensyu_seminar/
※会員サイトの「動画視聴ページ」からもご覧いただけます。
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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
要件の対象となっています。

当日は感染防止策が講じられた収容率 50％未

この協定は、大木町内の空家等の市場への流通
を図り、空家等の発生予防及び利活用の促進を目
的としたものです。

宅建協会は福岡県内の市町村と空家等に関連す
る協定を締結しており、大木町が 27 番目の事例
となりました。

境公雄町長からは「空家等の対策は大木町にと
って喫緊の課題のひとつであるが、役場にはその
利活用に関してノウハウがなく、うまく流通させ

満の会場で実施されました。
今回は「コンサル業務＜実践編＞問題解決に必

要な民事信託活用の実践講座」をテーマに、税理
士で信託ナビゲーターの石垣雄一郎氏が講演され
ました。

石垣氏は、現在の経済・社会環境に適応するた
めに民事信託は不動産コンサルティングの選択肢
の一つと捉え、信託を活用すれば回避できたリス
クの実例や後継者育成型信託など、問題を解決す
るための具体的な信託活用法について解説されま
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。

ることができていなかった。今回の協定締結をき
っかけに空家等の流通が活性化することを期待し
たいとの話がありました。

今後は、大木町内での空家等に関する相談会な
どに宅建協会の会員を派遣することで、不動産の
専門家としての立場から協力し、大木町の健全な
住環境の発展と
保護に貢献して
いきたいとして
います。

　福岡県不動産コンサルティング協議会（加藤龍雄会長）は、1 月 14 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、76 名が受講しました。

　宅建協会（加藤龍雄会長）は、2 月 3 日

に三潴郡大木町と「空家等の利活用の促進に

関する協定書」を締結しました。

==専門教育講座を開催しました==

大木町と空家等の利活用の促進に関する
協定を締結しました

第16回 不動産コンサルティング
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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、昨年 11 月 13 日に久留米シティプ

ラザ、12 月 11 日に小倉興産 KMM ビルにて、「不

動産開業支援セミナー」を開催しました。（10 月

22 日、1 月 22 日の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、宅建協会と不動産情報

ネットふれんずに
ついて説明。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

総務委員会（宮内久滋委員長）は、2月 5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、福岡県福祉労働部子育て支援課の協力を
得て行う事業で、今回で 3 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。

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 部では、昨年度か
らプログラムに追加され、好評を博している「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、開業のきっかけ、実務上のトラブル、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、税理士に直接相
談できるとあって、終了時間のギリギリまで相談され
ている姿が見受けられました。

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 44％、「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
という回答でした。また、「本日のセミナーはいかが
でしたか」の問いに対して、参加者の約 8 割が「非常
に参考になった」という回答でした。

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。

今回は、昨年度同様、新型コロナウイルスの影響に
よ り 対 面 で の パ ー テ ィ ー が 困 難 で あ っ た た め、

「ZOOM」を利用してオンラインでの開催となりまし
た。

パーティーは、宅建協会、麻生グループ、医療・介
護関係にお勤めの方を対象として、男性 3 名、女性 3
名で行われ、「おうち de スイーツコン」と題して、
おすすめのスイーツの紹介や、スイーツにまつわるク
イズなどを行い、最終的には、1 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。

（カップリング
 パーティー）異業種交流会　　　 を

開催しました！
おうちde
スイーツ
コン！

開業支援セミナー
　　　　　 　個別相談会 を開催

令
和
3
年
度

実務家によるパネルディスカッションを実施！！

＆　　　　　　　　＆
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女性特別委員会（井上恵美香委員長）は、平

成 29年度から実施している「はじめての一人暮

らし」講演を 2月 2日に筑紫女学園高等学校に

て開催しました。

本事業は、全宅
連発行の「はじめ
ての一人暮らしガ
イドブック」をも
とに、新生活に向
けてのお部屋探し
のポイントや一人

暮らしの注意点を解説する社会貢献活動として実施し
ているものです。

本年度はコロナ禍の対応で、卒業生の皆さんは、中
継で教室で視聴いただきました。まずは、井上委員長
から宅建協会の紹介と講演の趣旨について説明があ
り、女性特別委員による会話形式で、新しい生活様式
に則った部屋探しの流れ、契約・入居後の注意点、防
犯・災害対策、また今年 4 月 1 日から施行の成人年齢

が 18 歳に引き下げられる点など詳しく解説しました。
講演後のアンケートでは、「部屋探しの情報の集め

方や契約など今まで知らなかったことをたくさん知る
ができ、一人暮らしするときに活かしていきたい。」「契
約について関心があるのでもう 1 回資料を読み直そう
と思った」等の意見が寄せられました。

学校からは「当日視聴できなかった学生や先生方に
も視聴させたい」とのご要望もあり、今回の講演も記
録として残しています。

今後も社会貢献活動・広報活動として継続していく
予定です。

福岡西支部（鶴田誠二支部長）は、令和 4年 1月
21 日に可也コミュニティセンター（糸島市）にて青
少年育成可也校区民会議へ青色防犯灯装備車（青パト）
を寄贈しました。同支部では昨年度より青パトの寄贈
を行っており、寄贈式には、福岡西支部、青少年育成
可也校区民会議のほか、糸島市役所、糸島警察署など
が参加しました。
寄贈された青パトは校区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ています。

福 岡 西 支 部 が 青 パ ト の

寄 贈 を 行 い ま し た ！

～新生活にむけての部屋探しと生活のルールとマナーを講演～

女性特別委員会

講演を開催「はじめての一人暮らし」

第 549 号　　2022 年（令和 4 年）3 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）



第 549 号　　2022 年（令和 4 年）3 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）



入 会 者 一 覧 表 期間 : R03.12.01 〜 R04.01.31

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 （02） 18050 ㈱ワイズパートナー　吉塚店 中野　秀崇 福岡県福岡市東区馬出 2-3-18-1 階 092-409-1982 092-409-1983 R4.1.12
東部支部 （01） 19833 山築舎 山口　圭介 福岡県福津市日蒔野 4-8-10 0940-62-5757 0940-62-5757 R3.12.7
東部支部 （01） 19863 ㈲かふぇ de 不動産 林　直樹 福岡県宗像市栄町 11-2 0940-36-9291 R3.12.14
東部支部 （01） 19873 ㈱不動産情報管理センター 熊野　昭博 福岡県福岡市東区和白丘 1-23-4 092-605-7100 092-605-7101 R4.1.12
東部支部 （01） 19887 ㈱ ESSENTIALHOME 丸山　眞吾 福岡県宗像市栄町 6-11-304 0940-72-1200 0940-35-1013 R4.1.12

博多支部 （03）
大臣 8121 悠悠ホーム㈱博多店 古賀　隆貴 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-5

TAKAKI ビル 302 092-710-5513 092-710-5514 R3.12.7

博多支部 （03） 16433 ㈱シーエムアール雑餉隈店 徳安　正志 福岡県福岡市博多区麦野 4-35-19-
101 092-404-0722 092-404-0723 R3.12.7

博多支部 （01） 19878 ㈱タケダコーポレーション九州 武田　匡弘 福岡県福岡市博多区博多駅東
1-14-25-4 階 B室 092-710-6135 092-710-6138 R3.12.27

博多支部 （01） 19884 ㈱エスアイホールディングス 山田　晃久 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-17-1
SIHD博多プレステージ本館 9F 092-418-3456 092-418-3457 R4.1.4

中央支部 （01）
大臣 9376 ㈱ヤマト開発不動産福岡支店 権　鍾日 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-3-8

渡辺通カステリア 603 092-791-2447 092-791-2448 R3.12.7

中央支部 （01）
大臣 10066 住むネット㈱福岡支店 山川　太郎 福岡県福岡市中央区大手門 3-8-3

住むネット福岡ビル 4階 092-406-9663 092-406-9664 R3.12.10

中央支部 （03） 16369 ㈱パックスコーポレーション 向井　大輔 福岡県福岡市中央区天神 3-10-32 092-714-0038 092-714-0098 R4.1.12

中央支部 （01） 19837 ㈱品川商事 永瀬　透 福岡県福岡市中央区薬院 2-14-18
YAKUINKZライフビル4階 A号室 092-406-5841 092-406-5845 R3.12.7

中央支部 （01） 19850 リアンプロパティマネジメント㈱ 黒石　征幸 福岡県福岡市中央区大手門 1-8-18 092-737-0058 092-737-0272 R4.1.12

中央支部 （01） 19851 ㈱ LUXER 佃　直樹 福岡県福岡市中央区大名 1-8-25
杉の宮マンション 504号 092-600-0275 092-600-0275 R3.12.7

中央支部 （01） 19852 ㈱ハウストラスト 中村　靖之 福岡県福岡市中央区薬院 2-4-27
ラフィーヌ薬院 2-401 092-731-2187 092-731-2188 R4.1.12

中央支部 （01） 19866 ㈱ AZOX 頃末　侑希 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 216号 092-718-8020 092-718-8021 R3.12.15

中央支部 （01） 19876 ㈱ BLUE　HOME 鎌田　温志 福岡県福岡市中央区渡辺通 5-8-
18-1004 092-233-4619 R4.1.12

中央支部 （01） 19893 岡田不動産㈱ 岡田　佳樹 福岡県福岡市中央区天神 4-1-17
博多天神ビル 7階 R号室 092-781-5366 092-781-9660 R4.1.17

中央支部 （01） 19894 ㈱ Ace － tep 河部　夏実 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-9-3-
1201 092-985-8246 092-985-8247 R4.1.17

南部支部 （01） 19818 ㈱ JT リハウス 渡辺　潤平 福岡県福岡市南区横手 4-1-3
富永コーポ 103 092-588-8518 092-588-8519 R3.12.7

南部支部 （01） 19826 イノベプラン㈱ 坪川　慎二 福岡県福岡市南区大楠 2-3-21
リーセント大橋 201 092-707-1635 092-707-1636 R3.12.7

南部支部 （01） 19870 すみれ不動産㈱ 平井　裕二 福岡県福岡市南区高宮 2-3-4-502 092-409-8186 R3.12.20

筑紫支部 （01） 19828 大和総合住設㈱ 岸本　太一 福岡県大野城市栄町 3-1-33
リスクマネジメントビル 2階 092-586-5901 092-586-5910 R3.12.7

筑紫支部 （01） 19862 ㈱武末建設 武末　賢次 福岡県那珂川市片縄東 1-6-23 092-952-2153 092-953-2958 R4.1.12
福岡西支部 （01） 19340 ㈱エコロジーサービス 吉田　祐之 福岡県福岡市早良区早良 7-1-6 092-407-3604 092-407-3634 R3.12.7

福岡西支部 （01） 19848 ㈱横浜不動産 耳田　亮一 福岡県福岡市西区今宿 2-12-3
スリーアイランド今宿 203号 092-986-3314 092-986-3324 R3.12.7

福岡西支部 （01） 19855 ㈱九州中央不動産 菊永　康平 福岡県福岡市早良区西新 1-8-11 092-834-5675 092-834-5676 R3.12.7

福岡西支部 （01） 19856 ㈱メイヴス 宜本　繁紀 福岡県福岡市早良区百道浜 1-3-
70-5507 092-400-2341 092-400-1341 R3.12.7

福岡西支部 （01） 19872 AGARU．（同） 山本　亮 福岡県福岡市早良区祖原 29-28-
102 号　西新石橋ビル 092-821-3341 092-821-7547 R4.1.12

福岡西支部 （01） 19877 エヌケイ住宅㈱ 荒木　成和 福岡県糸島市志摩馬場 833-1 092-327-5821 092-327-5822 R4.1.12

福岡西支部 （01） 19905 ㈱Maruhouse 安武　宏高 福岡県福岡市早良区西新 5-15-43
原田ビル 2F 092-707-6405 092-707-6406 R4.1.24

北九州支部 （05） 14279 ㈱アンサー倶楽部　小倉東店 中川　大地 福岡県北九州市小倉南区湯川 1-5-6 093-931-6011 093-931-6614 R3.12.7

北九州支部 （01） 19767 ㈱ワイズコーポレーション 木代　海 福岡県北九州市小倉北区京町 4-22
みつわビル 2F 093-522-7050 093-522-7050 R3.12.7

北九州支部 （01） 19820 有田建設㈱ 有田　曻生 福岡県北九州市八幡西区香月中央
4-7-16 093-618-2251 093-617-2451 R3.12.7

北九州支部 （01） 19830 ㈱ andes 安田　哲秀 福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地
50-3 093-202-8123 093-202-8123 R3.12.7

北九州支部 （01） 19846 ㈱常 福岡　ありさ 福岡県北九州市八幡西区船越
2-31-10 093-616-6212 093-616-6221 R4.1.12

北九州支部 （01） 19857 ㈱大英エステート 岡本　達暁 福岡県北九州市八幡西区下上津役
4-1-6-201 093-613-2100 093-613-2100 R3.12.9

北九州支部 （01） 19858 ㈱大英不動産販売 茅原　嘉晃 福岡県北九州市八幡西区下上津役
4-1-6-202 093-613-2230 093-613-2230 R3.12.9

北九州支部 （01） 19867 ㈱ライフリッチ 山本　尚弘 福岡県北九州市八幡西区鷹見台
2-8-16 093-889-0963 093-889-0963 R3.12.20

北九州支部 （01） 19886 ㈱ E－ Clats 江藤　弘将 福岡県北九州市小倉北区弁天町
5-2　南小倉駅前 1204 093-583-6515 093-583-6516 R4.1.12

北九州支部 （01） 19889 ㈱吉田住建 吉田　志信 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前12-8 093-282-6130 093-282-6130 R4.1.11
久留米支部 （01） 19831 ㈱モリガンリアルエステート 平本　光 福岡県小郡市小郡 1543-3 0942-27-5033 0942-73-2893 R3.12.7

久留米支部 （01） 19854 ㈱ RHホーム 近藤　喜幸 福岡県久留米市御井町 2039-4
サンハウス 203 0942-45-8811 0942-45-8812 R3.12.7

久留米支部 （01） 19868 エステートバンク 藤木　政隆 福岡県久留米市高良内町 55-8 0942-43-8903 0942-43-8903 R3.12.20
久留米支部 （01） 19885 ㈱オーナーズ・リード 野田　尚平 福岡県久留米市諏訪野町 2705-2 0942-65-3050 0942-65-3051 R4.1.4
県南支部 （01） 19904 有明中央不動産 郷田　静雄 福岡県大牟田市桜町 51-1 0944-57-0399 0944-31-4072 R4.1.24
筑豊支部 （01） 19834 ㈱アステル総合 竹村　圭祐 福岡県田川市大字弓削田 209-7 0947-23-2551 0947-23-2552 R4.1.12
筑豊支部 （01） 19883 二五不動産 櫻木　浩一 福岡県田川市上本町 9-27 0947-42-7117 0947-23-2231 R4.1.12
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退 会 者 一 覧 表 期間 : R03.12.01 〜 R04.01.31

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 （08） 10582 ㈱美紀屋 中村　義徳 福岡県福岡市東区社領 3-7-1 R4.1.6
東部支部 （05） 14360 ㈱エムジー企画 中村　秀德 福岡県福岡市東区社領 3-7-1-2F R4.1.6
東部支部 （01） 18285 ㈱瑞穂 幣　款 福岡県福津市宮司 6-12-11 R3.12.13
博多支部 （04） 15379 エル・ビー・ラインビル㈱ 安部　忠昭 福岡県福岡市博多区中洲 2-2-8 R3.12.2
博多支部 （03） 16319 グローバルエステート 山下　ゆかり 福岡県福岡市博多区上川端町 12-28　安田第 1ビル 6階 R4.1.28
中央支部 （09） 8675 山本不動産商事 山本　巌 福岡県福岡市中央区港 2-5-4 R4.1.19

中央支部 （01）
大臣 9003 エステート・ワン㈱ 新原　健造 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-9-20-1106 R4.1.27

中央支部 （06） 13025 ビットホーム 岡村　宣夫 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-3-31-203 R4.1.28
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 R4.1.28
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 R4.1.28
南部支部 （11） 7184 貞苅不動産 貞苅　誠治 福岡県福岡市南区塩原 1-20-30 R4.1.28
南部支部 （01） 18466 HEIMAエステート 平間　進 福岡県福岡市南区花畑 1-8-6-202 R3.12.23
筑紫支部 （04） 15020 ㈲エステート永田 永田　由明 福岡県筑紫野市針摺東 3-8-1-1105 号 R4.1.18
筑紫支部 （03） 15831 ㈲松光建設 村松　一秀 福岡県那珂川市後野 2-5-21 R4.1.18
福岡西支部 （07） 12405 福陵不動産 安部　香 福岡県福岡市早良区原 2-1-26 R4.1.18
福岡西支部 （06） 12822 ハイ・フェック九州㈱ 古山　秀雄 福岡県福岡市城南区別府 1-21-24-1F R4.1.26
福岡西支部 （03） 15893 エルももち㈱　早良店 南原　弘幸 福岡県福岡市早良区次郎丸 6-7-18-1F R3.12.10
福岡西支部 （01） 19273 サントラスト㈱ 松岡　恵介 福岡県福岡市早良区野芥 1-29-20　センチュリーOSA棟 103 R3.12.7
北九州支部 （11） 5825 ㈱誠信商事 森　一 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町 3-14-20 R4.1.27

北九州支部 （03） 16598 ㈱グローバルマーケット小倉店 岸野　大作 福岡県北九州市小倉北区魚町 2-2-21 R4.1.11

北九州支部 （02） 16959 シーエープランニング㈲ 北川　浩 福岡県北九州市小倉南区守恒 5-8-1 R3.12.27

北九州支部 （02） 17121 西鉄不動産㈱八幡店 田坂　秀樹 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘 6-1　日東興産ビルⅡ 101号 R3.12.2

北九州支部 （02） 17672 ㈱アルベールAn 網田　昌幸 福岡県北九州市小倉北区木町 4-2-2-102 R4.1.28
久留米支部 （10） 7995 ㈱長門石建設 長門石　敬一 福岡県久留米市北野町石崎 181-1 R4.1.7
久留米支部 （08） 9943 中村不動産 中村　雅輝 福岡県久留米市合川町 1594-8 R4.1.26

久留米支部 （05） 14342 若菜エステート㈱久留米南店 木下　裕貴 福岡県久留米市野伏間 1-7-37 R3.12.21

久留米支部 （04） 14498 篠原建設 篠原　義雄 福岡県久留米市津福今町 458-3 R4.1.7
県南支部 （11） 6709 九州不動産取引センター 古場　憲昭 福岡県大牟田市大正町 2-3-2 R3.12.23
県南支部 （01） 18857 みのり不動産 谷口　尚子 福岡県大牟田市大字田隈 71-1 R4.1.31
筑豊支部 （08） 10322 ㈲ワイドエー・キャップ 芦馬　淳子 福岡県田川郡福智町伊方 663 R4.1.28
筑豊支部 （08） 10554 嶋田建設 嶋田　繁雄 福岡県直方市大字植木 2377-9 R4.1.31
筑豊支部 （01） 18433 ㈱ケイオックス 貫里　英樹 福岡県直方市神正町 4-4 R4.1.31

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３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 3 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。例年同様、
FAX 及び WEB フォームによる集計で、253 件の回
答を得ました。また今回は、コロナ禍において生じた
変化や、賃貸住宅管理業登録状況について新たに質問
項目を設けました。

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 51,277 戸で、全空室戸数は 3,923 戸。空室率は
7.7％（昨年度は 7.5％）となりました。間取り別では、
シングル物件は 8.8％、ファミリー物件は 9％、築年
別では、築 10 年未満は 2.3％、築 10 年から 20 年未満
は 4.5％、築 20 年以上は 12％という結果になりました。
さらに、県下 14 エリアに分けた集計結果も掲載して
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・空室率調査」

https://member.f-takken.com/real-estate-market

※ログインには会員個別の ID・パスワードが必要です。

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３年度

7.7%7.7%

第 549 号　　2022 年（令和 4 年）3 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
？

　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 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

H 34（R４）年11月 6/22（水）・6/23（木）アクロス福岡、北九州会場開催なし Ｒ４年４月上旬

H 34（R４）年12月 7/20（水）・7/21（木）アクロス福岡、7/15（金）小倉興産KMMビル Ｒ４年５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/torihikishi/
※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 R4 年 5 月より、WEB による申込・受講
が可能になります。詳細につきましては
4 月頃に協会 HP でお知らせします。

円（税込）
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　（公社）福岡県宅地建物取引業協会（以下：宅建協会）及び（公社）全国宅地建物取引業保

証協会の会費は、宅建協会の「会費徴収に関する運用基準」により、毎年 4 月 1 日に会費が

発生することとなっております。

　そのため、令和 4 年度会費は、令和 4 年 4 月 1 日時点で宅建協会に在籍されている全会員

に対して請求させていただきます。

つきましては、令和 3 年度（令和 4 年 3 月 31 日）中に宅建協会の退会（廃業、若しくは支

店の廃止、移転等）をお考えの会員におかれましては、令和 4 年 3 月末までに必ず支部へ退

会のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

　宅建協会への退会のお手続きをとられないまま 4 月 1 日以降に退会等された場合、令和 4

年度分の会費をご請求することになりますので、あらかじめご理解・ご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。

令和4年度 会費についてのお知らせ

　2022 年 4月 1日より、成年（成人）年齢が 18歳に引き下げられます。これにより、2022 年
4 月 1日の時点で、18 歳以上 20 歳未満（2002 年 4 月 2日生まれから 2004 年 4 月 1日生まれ
まで）の方は、その日に成年となることになります。2004 年 4月 2日以降の方は、18歳の誕生
日に成年となります。

編集後記

　福岡県では、性的少数者（LGBT など、性的指向や性自認などに関するマイノリティ

のこと）の方々が人生を共にしたい人と安心して生活できるように、令和４年４月１日

から「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

　この制度により、県が性的少数者のカップルへ「パートナーシップ宣誓書受領証カー

ド」を交付することで、県営住宅への入居申込などの行政サービスを受けられるように

なります。

　会員各位におかれましても、本制度にご理解とご協力をいただき、賃貸住宅入居申込

等において宣誓書受領証カードの提示を受けた際には、ご対応いただきますようお願い

いたします。

がスタートします！
令和４年４月１日より
「福岡県パートナーシップ宣誓制度」「福岡県パートナーシップ宣誓制度」
～性の多様性を認め合い、たくさんの笑顔で暮らしていける福岡県へ～

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。
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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。

FAX：（092）631-3350 TEL：（092）631-3333 担当：吉出・錦戸

「重要事項説明・売買契約・賃貸借契約に係るＱ＆Ａ」

６００部のみ限定販売いたします！！

ご
送
付
先

ご商号

電話番号 FAX 番号

ご住所 注文数
冊

注文票           令和  年  月  日

注文

方法

重要事項説明・売買契約・賃貸借契約に係るＱ＆Ａ：５００円（税込）

（株）福岡県不動産会館より
新商品販売のお知らせ

〒　　　−

全宅連では平成 28 年より顧問弁護士による電話法律相談

を開始し、平成 30 年には不動産契約書及び重要事項説明書

書式に付随する内容について、相談員による無料電話相談を

実施しています。 
この度、全国の宅建協会会員の皆様からよくあるご質問を

全宅連顧問弁護士及び不動産鑑定士監修のもと、Q&A 形式

にまとめ、全宅連より発刊いたしました。

 福岡県宅建協会の会員の皆様には、11 月発送の広報に同封

させていただきましたが、ご好評にお応えし 600 部のみ限定

で追加販売することとなりました。追加増刷はございません

ので、在庫が無くなり次第販売終了となります。 
この機会にぜひお買い求めください！ 

なお書籍内容につきましては、全宅連サイト（ハトサポ）にて公開されておりますので、

PDF での閲覧をご希望の方は下記 URL もしくは QR コードよりログインをお願いします。 
【全宅連サイト（ハトサポ） 出版物のご案内】 
 https://www.zentaku.or.jp/products/detail13/ 
※全宅連サイトをご覧になるには会員登録が必要になりますのでご注意ください。 
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