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　集
毛利三本の矢で知られている小早川隆景が居城
としていた名島城の跡は現在は公園として整備さ
れています。名島城址公園の階段の上には臥龍桜
が咲く公園が広がっており天守閣があったと思わ
れるところに、桜の大木が枝を広げています。
桜は毎年4月1日前後が見頃です。公園の頂上か
らは博多湾が一望できます。

（東部支部　橋本 秀之 氏）

名島城址公園　臥龍桜

（奇数月15日発行） 一部 50円〔会費に含む〕
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広　報

今号表紙担当：東部支部

・ 宅地建物取引士法定講習会がWeb申込・
　Web受講に対応します！（一部対象者のみ）‥1～2
・ 経過措置期間は令和4年6月15日まで！
　　賃貸住宅管理業登録はお済みですか？ ‥‥‥‥5



宅地建物取引士証の更新をする場合、法定講習

会の受講が必要となりますが、宅建協会（加藤龍

雄会長）では、会場での座学の法定講習に加え、

オンデマンド配信によるWebでの法定講習を導入

し、令和4年5月23日より申込受付を開始します。

Webでの法定講習受講には一定の要件があり（※下
記Web申込の要件を参照）、所定の申込手続きを行う
ことにより、講習動画の視聴が可能となります（申込

（1）�有効期限内の更新であること

　　（新規の方は対象となりません）

（2）�手元にある宅地建物取引士証に記載の登録事項

（氏名・住所など）と現在の情報に相違がないこと

から講習動画の視聴までに最大約 4週間を要します）。
講習動画の視聴は、本会の指定日より可能となり、
指定日から 28 日以内に法定講習全動画の視聴と効果
測定（確認テスト）で 7割以上正答の両方を完了する
ことによって、Web での法定講習を修了したことと
なります。
Web 講習修了後は、新しい宅地建物取引士証発行
の手続きを行う必要があり、発行手続き後に、新しい
宅地建物取引士証の交付を受けることができます。

（3）�申込時点で有効期限まで 2ヶ月以上の期間があ

ること

（4）福岡県登録の宅地建物取引士証を持っていること

（5）�申込手続き・新宅地建物取引士証発行手続き時

に書類のプリンター印刷が可能なこと

● Web 申込の要件（要件を全て満たす方が Web 申込可能）

● Web 申込の流れ

宅地建物取引士法定講習会が
　Web申込・Web受講に対応します
宅地建物取引士法定講習会が
　Web申込・Web受講に対応します！

（ ※ 一部対象者のみ ）

！
令和4年5月23日 申込受付開始
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福岡県登録の宅地建物取引士証を
お持ちの方には、有効期限の約 7カ
月前に宅建協会より法定講習会のご
案内を郵送しています。詳細は、法
定講習会のご案内文書やホームペー
ジ（https://www.f-takken.com/kyoukai/
torihikishi）をご確認ください。

● Web 受講の流れ

宅地建物取引士法定講習会が
　Web申込・Web受講に対応します
宅地建物取引士法定講習会が
　Web申込・Web受講に対応します！

（ ※ 一部対象者のみ ）

！
令和4年5月23日 申込受付開始

※１ 効果測定は７割以上正答するまで何度でも解答可能 
動画視聴開始指定日より２８日以内
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※�本内容は令和 4年 4月1日時点の内容のため、変更が生じることがあります。
※�福岡県外登録の宅地建物取引士証をお持ちの方は登録都道府県の方針に
従ってください。
※�Ｗeb 講習導入に伴い、令和 4年 6 月以降の座学での法定講習は全て映像
で実施します。（会場での座学講習はWeb 講習と同じ映像を会場で視聴
していただく方式になります）
※令和4年5月 23日より、会場での座学講習もWeb申込が可能になります。
　（※一部対象者のみ）

「福岡県パートナーシップ宣誓制度」が始まりました！
～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～

福岡県は、性的少数者（※）の方々の社会生活上

の障壁を取り除き、その性的指向と性自認にかかわ

らず人生を共にしたい人と安心して生活できるよ

う、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」を開始しました。

※�性的少数者…レズビアン、ゲイ、バイセクシュ
アル、トランスジェンダー等、性的指向や性自
認などに関するマイノリティのこと。

●どんな制度？

双方または一方が性的少数者のカップルが、日常
生活において相互に協力し合い、人生を共にするこ
とを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受
領証カード」を交付する制度です。
●制度利用の要件は？

□成年であること　�□県内居住か転入予定であること
□独身であること　�□近親者でないこと

●受領証カードによって利用できる行政サービス

□�パートナーとの県営住宅・県住宅供給公社の賃
貸住宅の入居申込
□県立太宰府病院での病状説明・治療方針の同意
□生計同一世帯のパートナーとの生活保護申請
□障がいのある人の同居パートナーに対する自動車税減免申請

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、パートナー
としてご対応いただきますようお願いいたします。
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広報誌表紙写真コンクール

筑豊支部が優勝、準優勝は博多支部筑豊支部が優勝、準優勝は博多支部

諸隈達也支部長（右）と
加藤龍雄会長（左）

角田幸雄支部長（右）と
加藤龍雄会長（左）

各支部が持ち回りで担当している広報誌「宅建ふくおか」538 号から 549 号までの
広報表紙コンクールを行い、優勝の筑豊支部、準優勝の博多支部が表彰されました。【 】

準優勝：博多支部優 勝：筑豊支部

【櫛田神社　国重要無形民俗文化財博多祇園山笠】
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）

【のおがたチューリップフェア】
平成 4年より始まった「のおがたチューリップフェア」
今年は、新型コロナウイルスの影響で、やむなく昨年
の写真を掲載しておりますが、例年は、1000 人を超え
るボランティアの協力により約 13 万球のチューリップ
が遠賀川の河川敷に咲き誇り、県内外より多くの来場
者があります。

（筑豊支部　㈱佐久間産業　佐久間�英定�氏）
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　「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（賃
貸住宅管理業法）」施行に伴い、管理戸数が 200 戸を
超える事業者は、国土交通省に登録する義務が生じ、
令和 4年 6 月 15 日の経過措置期間終了までに登録申
請が必要となります。登録事業者は、その営業所また
は事務所ごとに業務管理者を設置する義務が生じ、義
務を怠った場合は、罰則が適用されますのでご注意く
ださい（業務管理者の要件は、下図参照）。
　なお、登録に係る申請等は電子申請システムを利用
して行うことが原則となっています。
　登録の有効期間は 5年間となっており、有効期間満
了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期
間満了日の 90 日前から 30 日前までに登録の更新申請
を行う必要があります。
※�郵送による申請も可能ですが、電子申請含め登録等
はすべて国土交通省（各地方整備局等）において実
施します。
※�電子申請システムによる申請の方が、郵送による申
請よりも早く処理されます。

賃貸住宅管理業務に関する実務講習 受付中！
※実務講習は賃貸不動産経営管理士試験の合格者、及び
宅地建物取引士を対象として実施するもので、
試験合格者でない方、宅地建物取引士でない方は
受講することができません。
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業務管理者講習

〇

✖

【実務講習 申込先】

〇

✖
賃貸不動産経営管理士試験

受験
（令和3年度～）

合
格

実務講習を修了

実務経験※は
お持ちですか
※管理業務に関する
2年以上の実務経験 実務講習を修了

※R2年度までの旧・管理士試験に合格し
以下の①または②に該当する方で、
①登録を既にしている（登録が有効期間内である）
②登録したことがないまたは登録の有効期限が切れている
令和4年5月15日申込締切の移行講習を修了していない方は、
資格の効力が失われ業務管理者の要件を満たしません。

宅地建物取引士向け
賃貸住宅管理業業務管理者講習（指定講習） 受付中！
宅建士証をお持ちの方で、管理業務に関する2年以上の実務経験または実務講習を
修了された方は、当講習を修了することによって業務管理者の要件を満たします。
※宅建士ルートの場合、賃貸不動産経営管理士資格は取得できません。 【指定講習 申込先】
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【業務管理者の要件を満たすまでの流れ】

賃貸住宅管理業務に関する実務講習 受付中！
※実務講習は賃貸不動産経営管理士試験の合格者、及び
宅地建物取引士を対象として実施するもので、
試験合格者でない方、宅地建物取引士でない方は
受講することができません。
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〇

✖
賃貸不動産経営管理士試験
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※管理業務に関する
2年以上の実務経験 実務講習を修了

※R2年度までの旧・管理士試験に合格し
以下の①または②に該当する方で、
①登録を既にしている（登録が有効期間内である）
②登録したことがないまたは登録の有効期限が切れている
令和4年5月15日申込締切の移行講習を修了していない方は、
資格の効力が失われ業務管理者の要件を満たしません。

宅地建物取引士向け
賃貸住宅管理業業務管理者講習（指定講習） 受付中！
宅建士証をお持ちの方で、管理業務に関する2年以上の実務経験または実務講習を
修了された方は、当講習を修了することによって業務管理者の要件を満たします。
※宅建士ルートの場合、賃貸不動産経営管理士資格は取得できません。 【指定講習 申込先】
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【業務管理者の要件を満たすまでの流れ】

はお済みですか？賃 貸 住 宅 管 理 業 登 録

【管理戸数200戸以上の管理業者への義務付け】

１．�賃貸住宅管理業の登録
　※登録手数料は申請件数 1件あたり９万円
　�委託を受けて賃貸住宅管理業務（賃貸住宅の維持
保全・金銭の管理）を行う事業を営もうとする者
について、国土交通大臣の登録を義務付け
　※管理戸数が 200 戸未満の事業者は任意

２．賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
①業務管理者の配置 ※詳しくは下図参照
　�事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有
する者を配置
②管理受託契約締結前の重要事項の説明
　�具体的な管理業務の内容・実施方法等について
　書面を交付して説明
③財産の分別管理
　�管理する家賃等について、自己の固有の財産等と
分別して管理
④定期報告
　�業務の実施状況等について、管理受託契約の相手
方に対して定期的に報告
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宅建協会（加藤龍雄会長）が福岡県・（一財）福岡

県建築住宅センターと協働で実施している「住まい

の健康診断」事業ですが、令和�4年度も�4�月�1�日

より受付をスタートしています。「住まいの健康診断」

とは売却前の既存住宅に対して、インスペクション

（建物状況調査）�を実施し、建物の状態を明らかにす

ることで、売主・�買主双方の安心・安全な取引の実

現を目指す事業です。診断費用の一部補助も行って

いますので、ぜひ消費者の方へご紹介ください。

変更点として、前年度は協会から補助金が出る件数
が「1会員あたり申込上限 6件」でしたが、本年度は「自
社物件を申込みする場合は 1会員あたり申込上限 3件
（仲介物件は制限なし）」に変更されました。これにより、
消費者にとってよりインスペクションを行いやすい制
度となりました。
もう一つの変更点として、オプション検査の耐震診

【対象物件】
敷地が福岡県内にある売却予定の既存の戸建住宅（主
たる建築物）及び共同住宅（住戸単位）
【申込手順】
①必要書類を宅建協会へ FAXにてご提出ください。
②��2 営業日以内に協会から書類不備の連絡が無い場合
は、建築住宅センターへ必要書類の原本を郵送してく
ださい。
③�申請が受理されましたら、建築住宅センターから連絡
差し上げます。
検査日程などの詳細はその際にお打ち合せください。

【必要書類】
（1）令和 4年度「住まいの健康診断」参加申込書
（2）「住まいの健康診断」物件確認シート

断を行える条件が「旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以前に
建築）の 2階建て以下の木造戸建住宅（在来軸組構法、
枠組壁工法）」となりました。これは、令和 4年度税制
改正により、住宅ローンや登録免許税等の減税対象と
なるための築年数要件が撤廃され、新耐震基準に適合
する住宅は、耐震基準適合証明書が不要になったため
です。
その他に、福岡県では「既存住宅流通・多世代居住
リノベーション」制度を実施しています。この制度は、
「住まいの健康診断」を受けた物件を購入した若年世帯・
子育て世帯が行う子育て仕様へのリノベーション工事
や親世帯と子世帯が近居・同居を行うためのリノベー
ション工事に加えて、「新しい生活様式」へ対応するた
めのリノベーション工事に係る費用の一部を福岡県が
補助するものです。こちらも「住まいの健康診断」と
併せてぜひご活用ください。

（3）間取図
※�（1）（2）は下記の「住まいの健康診断」特集サイト
よりダウンロードいただけます。
※�依頼主と仲介業者の署名・押印や依頼主の生年月日な
ど記入漏れがあると申込みを受け付けることができま
せんのでご注意ください。

【診断費用】
福岡県・宅建協会が診断費用の一部補助※ 1を行うた
め、実質負担額 35,000 円（遠方の場合は 25,000 円※ 2）
にて検査可能。
※ 1　予算が上限に達し次第受付終了。
　�　　�協会の補助は自社物件の場合、1会員 3物件まで。

（仲介物件は制限なし）
※ 2　�「住まいの健康診断」を受ける物件と物件所有者

の居住地の直線距離が 50㎞以上の場合、25,000
円でご利用可能。

https://member.f-takken.com/inspection/show�（会員個別のID・パスワードが必要です）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/renove-hojo.html

「住まいの健康診断」特集サイト

福岡県　既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進補助金

事業受付スタート令和
4年度

住まいの健康診断詳細

通常 物件所有者が
遠方の場合

通常 物件所有者が
遠方の場合

３５，０００円 ２５，０００円 ３５，０００円 ２５，０００円

①床下進入調査

②小屋裏進入調査

③耐震診断（①・②の調査を含む）

④瑕疵保険事前検査

）込税（額担負ーュニメ断診の」断診康健のいま住「

基本診断 基本料金：５５，０００円

オプション診断
※オプション診断は

基本診断と

同時申込が必要

戸建住宅 共同住宅

＋１１，０００円

＋１１，０００円

＋３３，０００円

＋１６，５００円

共同住宅には
設定がありません

＋１１，０００円
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官民連携による空き家の解消に向けた
ワンストップ窓口「　　　　　」

福岡県内の空き家の発生抑制と利活用に向けた

相談窓口として、福岡県が令和 2年 10 月に開設

をした「福岡県空き家活用サポートセンター（通

称イエカツ）」は、開設から約1年 4カ月が経過し、

これまでに760件の相談に応じています。

最も多い相談内容は「売却・賃貸希望（25.9%）」に
ついてです。また、「どうしたらいいか分からない
（20.6%）」といった漠然とした相談も多く、ついで「基
本的な情報について知りたい（9.1%）」「解体希望
（8.7%）」となっています。
イエカツの最大の特長として、空き家に関する専門
の相談員が、空き家の相談から専門事業者とのマッチ
ングまでをワンストップで行っています。イエカツは、
本会を含む不動産事業
者団体や司法書士会な
ど 14の専門事業者団体
と連携をしています。
専門事業者とのマッ
チング（右図 STEP3）
の実績については 84件
あり、全体の相談件数
の 1 割超となっていま
す。STEP3 の中で最も
多かったものは「売却
（宅建業者）（26 件）」、
次いで「市町村空き家
バンク（21 件）」「家財
整理（家財整理事業者）
（21 件）」「相続（司法
書士）（13 件）」「解体（解
体工事業者）（9 件）」
となっています。
また、STEP2 までで
イエカツの相談を完了
し、自身で空き家の対
応をされた方に対し

て、その後の進捗を調査したところ、「解消済み（主
に売却・解体）」との回答が約 3割となりました。一方、
「取りやめた・進展していない」といった回答も約 3
割あり、空き家が解消されていない状態となっていま
す。取りやめた理由として、「資金不足」が最も多く、
次いで「相続人の間で協議が整わない」となっていま
す。
今後もイエカツからこれらのデータの提供を受け、
更にイエカツを利用してもらうための取組みを県と共
有することで、1件でも多くの空き家の解消につなが
るように本会も協力をしていくこととしています。

福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」

http://www.fkjc.or.jp/jigyo/iekatsu-2
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宅建協会（加
藤龍雄会長）は、
新型コロナウイ
ルスによる若年
層への感染拡大
を防止するため、
福岡県内の児童

養護施設（全 21 カ所）へ感染防止対策関連製品を寄
贈しました。
寄贈は、事前に各施設へ感染防止対策関連製品を複
数掲載したパンフレットを送付し、その中から各施設
が希望する製品を選択する方法をとりました。

住環境整備委員会（藤原一行委員長）と犯罪防

止等活動担当理事（髙島照彦理事、石川浩司理事）

は、福岡県警察本部地域部鉄道警察隊を通じ、鉄

道連絡協議会へ「性犯罪根絶ポスター」を寄贈し、

４月15日に贈呈式が開催されました。

　贈呈式は福岡県警察本部で実施され、加藤会長にも
ご出席いただき「新年度に合わせてこのような式典が
できてよかった。このポスターが抑止力となって列車
内での性犯罪撲滅に繋がることを期待します。」とご

施設の方々からは「施設のニーズに合った本当に必
要な製品が頂けたました」と喜びの声が多くありました。
4月 7 日に福岡県社会福祉協議会（クローバープラ
ザ内）で行われた寄贈式で
は、福岡県児童養護施設協議
会の境康利会長が「施設で過
ごしている児童たちが安心
安全に暮らせる状況を作っ
てもらえたことに感謝して
います」と述べられ、加藤龍
雄会長に感謝状が贈られま
した。

挨拶いただきました。
　鉄道連絡協議会・保田会長からは「このような立派
なポスターを寄贈いただき感謝いたします。県内８事
業者に配布し、360 の駅に設置が完了しており、今後
も啓発活動に努めてまいります。」と謝辞をいただき
ました。
　鉄道警察隊・冨﨑隊長は「性犯罪は絶対許しません。
必ず捕まえます！」と力強く宣言されました。
　また、贈呈式に先立って、宅建協会と鉄道警察隊で
『犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定』を締結
しました。
　安全・安心なまちづくりを目的とする本会は、より
強固な協力関係のも
と、今後も様々な場
面で犯罪の起きにく
い社会の実現に寄与
できるよう積極的に
活動していくとして
います。

児童養護施設へ新型コロナウイルス
感染拡大防止の為の支援事業を実施！

＝公益事業＝

「性暴力根絶ポスター」贈呈式が開催されました！贈呈式が開催されました！
福岡県警察本部鉄道警察隊を通じ、鉄道連絡協議会へ贈呈
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平素より協会運営にご協力いただき誠にありがとう
ございます。
令和４年度会費納入についてご案内申し上げます。

口座振替　1回目：6月 13日（月）

　　　　　2回目：7月 12日（火）
※ 1回目で振替できなかった場合のみ　

振　込　　6月 30日（木）まで

（公社）福岡県宅地建物取引業協会� 50,000円

（公社）全国宅地建物取引業保証協会福岡本部

� 6,000円

� 合計 56,000円

期限内の会費納入にご協力いただきますようお
願い申し上げます。
※会費は4月1日現在の会員に対して請求されます。

博多支部（角田幸雄支部長）は地区の犯罪抑止

のため街頭防犯カメラ 4台を福岡市博多区元町に

寄贈しました。

3 月 10 日に博多支部事務所で行われた寄贈式では、
江夏伸一自治会長が「犯罪のない安全で住みよい町づ
くりを目指す当地区の防犯環境に多大な貢献いただき
感謝します」と述べられ、角田幸雄支部長に感謝状が
贈られました。
防犯カメラは犯罪抑止や事件発生時には捜査に不可
欠なツールであり、防犯カメラの設置によりますます
安全な町づくりを進めていくことが期待されます。

南部支部（宮内久滋支部長）は自転車の盗難を

減らそうと、福岡南防犯協会に自転車用ワイヤ錠

2,000個を寄贈しました。

3 月 8 日に南警察署で行われた寄贈式には、南部支
部、福岡南防犯協会、南警察署などの団体が参加しま
した。
寄贈された自転車
用ワイヤ錠は南警察
署とともに交通安全
を呼びかけるイベン
トなどで配布されま
す。

博多支部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。

令和４年度会費納入のお願い

南部支部が福岡南防犯協会に自転車用ワイヤ錠を寄贈！

博多支部が博多区元町に街頭防犯 カメラ4台 を寄贈!
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛

や実店舗の休業などが要因となって全国的にネッ

ト通販による宅配物の受け渡しが増加しているこ

とから、感染防止対策として非対面での荷物の受

け取りが可能な宅配ボックスが注目されています。

これを受け（株）福岡県不動産会館（榎本敏己

社長）では新たに（株）マルシンおよび（株）フ

ルタイムロッカーと提携し、ダイヤル式と電気式

の 2種類の宅配ボックスのあっせんを開始しまし

た。下記にそれぞれの特長をまとめましたのでご

参照いただくとともに、今月号の広報に同封して

います申込書よりぜひお申込みください。

ダイヤル式宅配ボックス（マルシン）の特長

◦�宅配会社が設定した暗証番号をダイヤルを回して合

わせることで解錠するタイプの宅配ボックス。

◦�電気工事や配線工事などが不要なため、低コストで
導入でき、家賃への影響も低く抑えられる。

「宅地建物取引業者賠償責任保険制度」は宅地建

物取引業務におけるミス等を原因とする損害賠償

請求に対して保険金をお支払します。訴訟に限ら

ず交渉による示談・和解等も対象となり、今年度

から自社物件の売買業務も対象になったことでご

加入される方が増加しています。そこで、最近お

支払いした事例についてご紹介します。

＜売買仲介＞

◦�重要事項説明書の土砂災害警戒区域指定を「指定区
域外」と誤って記載したために買主から訴えられ和
解金を支払った。
◦�仲介した住宅の付属倉庫が違法建築であったが、そ

◦�塗装やシート張り加工により建物に合ったデザイン
が可能。

◦�設置見積りの際には、担当者が実際に宅配ボックス
を現場に配置して確認することもできるため、設置

イメージを共有しやすい。

電気式宅配ボックス（フルタイムロッカー）の特長

◦�タッチパネルの操作により解錠する、近年主流にな
ってきた宅配ボックス。

◦�ボックスごとにいつ誰が利用したのかの履歴が管理
でき、入れっぱなしになっている滞留荷物の管理も

できる。

◦��24 時間 365日対応の電話サポートサービスにより
宅配業者の荷物の入れ間違いや、居住者からの問

い合わせなども対応可能。

お問い合わせ

（株）マルシン　　　　　　TEL：092-973-0801

（株）フルタイムロッカー　TEL：092-282-8030

の旨を記載しておらず、買主より解体費用を請求さ
れたため保険金を支払った。
＜賃貸仲介＞

◦�重要事項説明書に「エアコン有」と誤って記載した
ために、借主よりエアコンの設置費用を請求された
ため保険金を支払った。
◦�「ペット1匹可」の物件であったが、その旨を記載し
ておらず、多頭飼育している部屋が多数発生し、オ
ーナーに賠償金を請求されたため保険金を支払った。

ダイヤル式・電気式

宅配ボックスのあっせん宅配ボックスのあっせんを始めました！
（株）福岡県不動産会館

の
事故
事例

　「宅地建物取引業者賠償責任保険制度」はいつでも
ご加入できますので、パンフレットのご請求は
（株）福岡県不動産会館保険事業部
（TEL 092-631-6000）までお問合せください。
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入 会 者 一 覧 表 期間 : R04.02.01 〜 R04.03.31

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） 19900 （同）OFC 大枝　靖浩 福岡県福津市宮司浜 2-35-25-A 0940-25-4717 0940-25-4717 R4.02.08

東部支部 （01） 19906 ㈱晴栄不動産 木村　千太郎 福岡県糟屋郡志免町石橋台6-1-203 092-935-8520 092-935-8530 R4.02.08

東部支部 （01） 19930 ㈱日佳商事 江﨑　琳 福岡県福岡市東区筥松 4-1-28
エバーライフ筥松第 2.103 092-292-3419 092-710-4658 R4.03.08

博多支部 （01） 19882 JM㈱ 牛　笑靑 福岡県福岡市博多区奈良屋町 10-3
西日本奈良屋ビル 702 092-405-1550 050-3588-8661 R4.03.08

博多支部 （01） 19912 ハッピーリースサービス㈱ 上村　英輔 福岡県福岡市博多区住吉 4-3-2 092-475-2711 092-260-8327 R4.02.08

博多支部 （01） 19913 ㈱フォース 神原　邦彦 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-2-
11-501 092-409-8526 092-409-8527 R4.02.08

博多支部 （01） 19914 国際不動産センター㈱ 宮松　潔 福岡県福岡市博多区美野島 2-16-
13A1F 092-409-1083 092-409-1086 R4.02.08

博多支部 （01） 19946 ㈱あすなろリアルティ 若林　博之 福岡県福岡市博多区下川端町 10-16
アメックス博多ベルテックステージ507 092-292-1501 092-292-0168 R4.03.14

中央支部 （01） 19860 ㈱日建 大賀　雅雄 福岡県福岡市中央区天神 4-9-10
第 2正友ビル 3F 092-715-0220 092-715-8472 R4.02.08

中央支部 （01） 19869 ㈱福岡五光 本永　勉 福岡県福岡市中央区大手門 3-4-20 092-724-6125 092-724-5822 R4.02.08

中央支部 （01） 19907 ㈱ウエルエステート 井上　泰寿 福岡県福岡市中央区春吉 2-3-13-202 092-985-0910 092-947-7819 R4.02.01

中央支部 （01） 19931 ㈱ GFE　Residential 佐々木　徹 福岡県福岡市中央区大名 1-9-30
福岡観光ビル 6F 092-733-6160 092-733-6166 R4.03.04

中央支部 （01） 19934 サンエステート㈱ 孫　玉財 福岡県福岡市中央区大宮 2-6-13
アリエス平尾 203号室 092-406-9073 092-406-9072 R4.03.08

中央支部 （01） 19936 （同）reSOLve 遠藤　健太郎 福岡県福岡市中央区天神 5-9-2
ファミール天神 213 092-791-9332 092-791-9345 R4.03.08

中央支部 （01） 19937 ㈱Goldman�Castle�Real�Estate 柚木﨑　政和 福岡県福岡市中央区天神 2-6-14 092-791-3098 R4.03.10

中央支部 （01） 19938 ㈱ ASSOONAS 渡邉　祐史 福岡県福岡市中央区天神 4-1-18
サンビル 2階 206 092-712-8322 050-3588-0603 R4.03.10

中央支部 （01） 19943 JAPAN�GRANT�SUPPORT ㈱ 吉岡　勝彦 福岡県福岡市中央区平尾3-7-21-4F
圓ビルディング一本木 403 092-707-3396 092-707-3397 R4.03.11

中央支部 （01） 19944 ㈱総合企画 326 中村　武生 福岡県福岡市中央区荒戸 2-3-37
朝日プラザ西公園 105 092-771-8000 092-771-8000 R4.03.11

中央支部 （01） 19945 ㈱エストリアル 渡邉　俊輔 福岡県福岡市中央区天神 4-9-10
第二正友ビル 4階 A室 092-406-8997 092-406-8998 R4.03.11

中央支部 （01） 19952 ㈱エフ 草場　春次 福岡県福岡市中央区草香江 2-7-1 092-406-6571 092-716-3415 R4.03.17

南部支部 （04） 15644 ㈱ LANDIC　ソリューションLANDIC　RENT 井上　暁博 福岡県福岡市南区大楠 2-19-17 092-406-9008 092-406-9009 R4.02.08

筑紫支部 （01） 19908 ㈱ヴォルテックス 中牟田　文隆 福岡県那珂川市中原 6-1-22-406 092-555-8636 092-555-8637 R4.03.08

筑紫支部 （01） 19927 ㈱原口想建 原口　寿成 福岡県朝倉郡筑前町中牟田 1132-5 0946-42-0132 0946-42-0240 R4.03.08

福岡西支部 （01） 19892 ㈱ウィズハウス 松藤　浩一 福岡県福岡市西区今宿東 2-10-5-109 092-407-0678 092-407-0679 R4.02.08

福岡西支部 （01） 19915 ㈱WILL 井　晃太 福岡県福岡市西区生の松原 3-50-18 092-836-6846 092-836-6946 R4.03.08

福岡西支部 （01） 19925 ㈱ Cofy 伊東　卓史 福岡県福岡市早良区東入部 8-15-6 092-688-1861 092-303-8148 R4.03.08

福岡西支部 （01） 19933 ㈱石原ハウジング 石原　幸一郎 福岡県福岡市早良区飯倉4-20-40-101 092-400-1032 092-400-1035 R4.03.08

福岡西支部 （01） 19942 ㈱ URE 野口　雄馬 福岡県福岡市城南区鳥飼 5-17-9 092-207-9729 092-203-2038 R4.03.11

福岡西支部 （01） 19951 ㈱エール 香月　竜太 福岡県福岡市早良区賀茂3-22-17-102 092-874-1522 092-874-1523 R4.03.16

北九州支部 （01） 18468 ケイアイスタービルド㈱北九州小倉営業所 辻本　光 福岡県北九州市小倉北区片野
4-18-18　ロイヤルトレンディ 1F 093-953-7300 093-953-7312 R4.02.08

北九州支部 （01） 19911 ㈱キフネエステートサービス 福田　愛二郎 福岡県北九州市八幡西区光明 2-1-
7-102 093-691-5200 093-691-5205 R4.02.08

北九州支部 （01） 19916 ㈲セイフティー 金政　圭二 福岡県北九州市八幡西区折尾 1-14-6 093-693-2022 093-693-2023 R4.03.08

北九州支部 （01） 19917 （同）未楽 尾﨑　勝美 福岡県北九州市八幡東区天神町8-3 093-777-4957 093-616-6455 R4.02.08

北九州支部 （01） 19918 ㈱村上事務所 村上　紀章 福岡県北九州市小倉北区田町 1-9 093-581-0313 093-591-2341 R4.02.08

北九州支部 （01） 19941 ㈱ OGT 緒方　聡 福岡県北九州市八幡西区則松東
2-4-12 093-982-0324 093-982-0507 R4.03.10

久留米支部 （01） 19489 ㈱ 123 不動産三潴支店 野中　崇暁 福岡県久留米市三潴町玉満 2385-3 0942-64-9940 0942-64-9941 R4.03.08

久留米支部 （01） 19928 ㈱クラスト 下田　聖 福岡県久留米市国分町 1377-1
NANA��THE��STYLE��NISHI-KOKUBU101 0942-25-8729 050-3488-6615 R4.03.08

県南支部 （01） 19891 大和物産㈱ 吉開　安博 福岡県柳川市高島 579-1 0944-73-7007 R4.03.08

筑豊支部 （01） 19924 ㈱エフォート 髙山　清勝 福岡県飯塚市立岩 1431-1 0948-43-4996 0948-43-4997 R4.02.16

退 会 者 一 覧 表 期間 : R04.02.01 〜 R04.03.31

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） 10422 武丸地建 武丸　雄治 福岡県宗像市石丸 2-6-6 R4.3.30
東部支部 （08） 11194 ㈱増田興産 増田　洋子 福岡県福津市日蒔野 5-4-5 R4.3.3
東部支部 （07） 11980 ㈱九州ダイコー 鳥山　勝男 福岡県福岡市東区原田 2-29-8-1 号 R4.3.18
東部支部 （04） 15234 ㈲松井不動産 松井　徹 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒 771-1 R4.3.14

博多支部 （03）
大臣 8159 ㈱ベストランド福岡支店 小松　孝郎 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-6-23

博多駅前第 2ビル R4.2.28
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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 （09） 9064 コーシン・エステート㈲ 高橋　弘悦 福岡県福岡市博多区美野島 1-8-1 R4.3.23

博多支部 （01）
大臣 9657 ㈱サンライズ・ホールディングス　福岡支社 前田　英理 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5

アサコ博多ビル 802号 R4.3.23

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 R4.2.15

博多支部 （04） 15012 福岡トーヨー㈱博多店 藤永　雄史 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-5-6 R4.3.30

博多支部 （01） 18334 ㈱リエイジアエージェンシー 橋住　柾風 福岡県福岡市博多区奈良屋町 2-1-8 階 R4.2.24
博多支部 （01） 18345 鬼塚ハウジング 鬼塚　博道 福岡県福岡市博多区中呉服町 9-16 R4.3.23

中央支部 （04）
大臣 6247 コミュニティワン㈱九州支店 吉野　祐司 福岡県福岡市中央区赤坂 1-15-33

ダイアビル福岡赤坂 2階 R4.2.25

中央支部 （11） 6765 ㈱ユタカ 荒川　洋 福岡県福岡市中央区桜坂 2-1-3 R4.3.10

中央支部 （03）
大臣 7871 ㈱オリエンタル・ホーム 築地　重彦 福岡県福岡市中央区天神 4-4-1 R4.3.31

中央支部 （01）
大臣 9375 FANTAS　technology ㈱福岡支社 前野　亮平 福岡県福岡市中央区天神 1-2-12

メットライフ天神ビル 10F R4.3.30

中央支部 （07） 11663 ハート住宅㈲ 中村　貞通 福岡県福岡市中央区荒戸 2-5-1 R4.2.3
中央支部 （06） 13053 ㈱キュウショウ 津田　芳文 福岡県福岡市中央区天神 4-9-13（JA 共済天神ビル 7F） R4.2.25
中央支部 （04） 14486 ㈲リーディングホーム 濱上　利明 福岡県福岡市中央区白金 1-1-3 R4.3.22
中央支部 （02） 17032 ㈲安田企画 安田　満夫 福岡県福岡市中央区大手門3-1-8（トーカンマンション大濠公園駅前207号） R4.3.30
中央支部 （02） 17604 ㈱リンク 橋本　等 福岡県福岡市中央区那の津 2-10-7　オフィスパレア天神北Ⅰ　B-4 R4.3.30

中央支部 （01） 18428 ㈱ KINOCO天神店 田中　容子 福岡県福岡市中央区今泉 1-12-8
天神 QR3F R4.3.30

中央支部 （01） 19396 ㈱レイアウト 藤島　啓之 福岡県福岡市中央区平尾 2-17-14-6 階 R4.3.30
中央支部 （01） 19444 ㈱パワーホールディングス 廣畑　慎太郎 福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-11　天神グラスビルディング 9階 R4.2.25
南部支部 （04） 15597 スマイルスィンク不動産 小川　富也 福岡県福岡市南区的場 1-8-3 R4.3.16
南部支部 （03） 15787 ハウジング清水 清水　勇成 福岡県福岡市南区横手 2-11-27 R4.2.22
筑紫支部 （08） 10165 みかさの森不動産 森山　善博 福岡県大野城市山田 2-18-48 R4.3.23
筑紫支部 （06） 12706 栗原不動産 栗原　こずえ 福岡県朝倉市甘木 1133 R4.3.23
筑紫支部 （06） 12756 ㈲エトウ地建 衛藤　真由美 福岡県春日市ちくし台 5-51 R4.3.23
筑紫支部 （01） 18574 ㈱ JIN 工房 久保　仁 福岡県筑紫野市大字筑紫 841-3-102 R4.3.28
筑紫支部 （01） 18952 古川不動産 古川　隆太 福岡県大野城市東大利 2-2-7 R4.3.23

福岡西支部 （03）
大臣 7889 ㈱ LIXIL リアルティ九州営業所 西牟田　峰俊 福岡県福岡市早良区百道 2-9-1

パルデ百道 2F R4.2.4

福岡西支部 （08） 10266 不動産のくらみつ 倉光　輝義 福岡県糸島市蔵持 460-1 R4.3.23
福岡西支部 （08） 10585 ㈱西日本ビルケアセンター 藤武　隆昌 福岡県福岡市早良区祖原 10-16 R4.3.23
福岡西支部 （06） 12741 つばさホーム 坂口　正治 福岡県糸島市篠原東 3-3-46 R4.3.24
福岡西支部 （05） 13506 武蔵ハウジング 田代　良昭 福岡県福岡市城南区田島 4-2-18-303 R4.3.4
福岡西支部 （03） 15821 正光商事不動産 毛利　幸雄 福岡県福岡市早良区西新 1-4-17 R4.3.23
北九州支部 （14） 2479 久野不動産 久野　荘司 福岡県北九州市若松区白山 1-17-5 R4.2.25

北九州支部 （02）
大臣 8700 大英産業㈱ひびきの店 田中　真吾 福岡県北九州市八幡西区本城 2-9-3 R4.2.25

北九州支部 （05） 14103 ダイコウ不動産 小森　弘幸 福岡県北九州市八幡西区御開 4-13-6 R4.2.28
北九州支部 （04） 14519 くまで不動産 熊手　満 福岡県北九州市八幡西区引野 3-2-14 R4.3.30
北九州支部 （04） 14551 ㈱ワールド・プランニング 田中　洋之 福岡県北九州市八幡西区光明 1-8-5 R4.3.30
北九州支部 （04） 14841 山洋興産 徳永　正明 福岡県北九州市戸畑区丸町 1-3-19 R4.3.30
北九州支部 （04） 15235 藤村不動産 藤村　豪 福岡県北九州市八幡西区沖田 4-6-1 R4.3.25
北九州支部 （02） 17853 ㈱西部毎日広告社 松元　秀樹 福岡県北九州市小倉北区紺屋町 13-1 R4.2.25
北九州支部 （01） 18612 ㈱ four　leaf　clover 福田　貴光 福岡県北九州市小倉南区湯川 1-5-6 R4.2.15
北九州支部 （01） 19911 ㈱キフネエステートサービス 福田　愛二郎 福岡県北九州市八幡西区光明 2-1-7-102 R4.3.30
久留米支部 （12） 5093 ㈱永大不動産 緒方　愃治 福岡県久留米市上津町 2072-432 R4.3.30
久留米支部 （05） 13697 ㈲エース不動産 江頭　久義 福岡県久留米市国分町 1468-5 R4.3.15

久留米支部 （05） 14572 ㈱ダイナックスJR久留米店 竹下　勝幸 福岡県久留米市中央町 1-1
タワーモール久留米 106-2 号 R4.3.15

久留米支部 （03） 16082 あいホーム 古賀　俊晴 福岡県久留米市本町 2-23　豊国産業ビル 202 R4.2.22
久留米支部 （03） 16171 ジェイホーム㈱ 末吉　勇樹 福岡県久留米市国分町 2028 R4.2.21
県南支部 （13） 3509 ㈱衛藤工務店 衛藤　嘉幸 福岡県大牟田市小浜町 1-7-2 R4.3.9
県南支部 （12） 4764 中央開発 増田　吉弘 福岡県大川市大字北古賀 112-1 R4.2.24
県南支部 （03） 16283 コガホーム㈱ 古賀　正美 福岡県筑後市大字山ノ井 19-7 R4.2.15
県南支部 （02） 16957 ㈱モコハウジング 永岡　聖士 福岡県大牟田市大字櫟野 2999-1 R4.3.3
筑豊支部 （11） 6937 三愛不動産 中本　宏武 福岡県飯塚市西徳前 6-45 R4.3.30
筑豊支部 （03） 16346 ㈲七俵不動産 許斐　富士夫 福岡県田川市大字弓削田 3515-1 R4.3.18
筑豊支部 （03） 16489 協立ハウジング㈱ 竹本　千代 福岡県直方市溝堀 1-5-6 R4.2.24
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 R4.3.23
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宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

　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。
　令和 4 年 5 月 23 日より、Web 申込・Web 受講が可能になります。Web か座学のどちらかでご受
講ください。（Web 受講については本誌 1 〜 2 ページをご覧ください）
　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。（ 7 月〜 9 月開催分）

宅建士証有効期限 講　　習　　日 ご案内発送
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

H�35（R５）年　1月 8/23（火）アクロス福岡、8/26（金）小倉興産KMMビル Ｒ４年６月上旬

H�35（R５）年　2月 9/15（木）・9/16（金）アクロス福岡、9/21（水）小倉興産KMMビル Ｒ４年７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  Web受講も可能です！

法定講習会に関するお問い合わせ

HP

円（税込）

ご存じですか
？
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　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

　人権推進委員会（新妻昭徳委員長）は、宅建
協会ホームページで「LGBT の取り組みについ
て」と題した研修映像を公開しています。講師
に（株）三好不動産の原麻衣氏をお招きし、性
的少数者の方の入居促進への具体的な取り組み
についてお話しいただきました。

　4月からの福岡県パートナーシップ宣誓制度
の開始に合わせて、この機会に LGBTの取り組
みについて学んでみませんか？
　映像は、宅建協会ホームページ「研修会・セミ
ナー」ページで、6月 30日まで公開しています。
視聴は無料となりますのでぜひご覧ください。

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。

会員報告会のお知らせ 株主総会のお知らせ

５月26日（木）��午後３時～ ６月15日（水）��午後２時～

ホテルオークラ福岡
福岡市博多区下川端町３－２

博多サンヒルズホテル
福岡市博多区吉塚本町13-55

（公社）福岡県宅地建物取引業協会 （株）福岡県不動産会館

日時 日時

会場 会場

「LGBTの取り組みについて」映像を公開しています！
令和3年度�人権研修
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