
○福岡県宅地建物取引業法施行細則  

平成十二年三月三十一日  

福岡県規則第七十号  

福岡県宅地建物取引業法施行細則を制定し、ここに公布する。  

 福岡県宅地建物取引業法施行細則  

福岡県宅地建物取引業法施行細則 (昭和四十年福岡県規則第二十三号 )の全

部を改正する。  

 (趣旨 ) 

第一条  この規則は、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号。以

下「法」という。 )の施行について、宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九

年政令第三百八十三号 )及び宅地建物取引業法施行規則 (昭和三十二年建

設省令第十二号。以下「令」という。 )に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。  

 (宅地建物取引業の免許に関する申請書等の経由 ) 

第二条  次に掲げる者は、その主たる事務所の所在地を所管する県土整備事

務所の長を経由して知事に申請書、届出書その他の書類及びその添付書類

を提出しなければならない。  

  一  法第三条第一項の免許を受けようとする者  

  二  法第九条の規定により変更の届出をしようとする者  

  三  法第十一条第一項の規定により廃業等の届出をしようとする者  

  四  令第四条の二第一項の規定により免許証の書換え交付を受けようと

する者  

五  令第四条の三第一項の規定により免許証の再交付を受けようとする者  

  六  令第四条の四第一項の規定により免許証の返納をしようとする者  

 (宅地建物取引業の免許に関する申請書等の提出部数 ) 

第三条  前条第一号から第五号までに掲げる者が知事に提出する申請書又は

届出書及びその添付書類の部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、

主たる事務所の所在地が、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、

北九州県土整備事務所又は飯塚県土整備事務所の所管区域内である者に

あっては、正本一通及び副本一通とする。  

  (免許申請書の添付書類 ) 

第四条  法第三条第一項の免許を受けようとする者は、法第四条第一項の免

許申請書に同項第五号に規定する者の宅地建物取引士証の写しを添付し

なければならない。  

 (変更届出書の添付書類 ) 
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第五条  法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、令第五条の

三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書に次の各号に掲げ

る変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 

 一  法第八条第二項第二号の商号若しくは名称又は同項第三号の役員の氏

名の変更  令第一条の二第一項第十号の登記簿謄本  

二  法第八条第二項第五号の事務所の所在地の変更  令第一条の二第一項

第三号の書面、同項第四号の地図及び写真並びに同項第十号の登記簿謄

本  

 三  法第八条第二項第六号に規定する者の氏名の変更で、同号に規定する

者の増員又は交代に係るもの  新たに同号に規定する者となった者の

宅地建物取引士証の写し  

 (廃業等届出書の添付書類 ) 

第六条  法第十一条第一項の規定により廃業等の届出をしようとする者は、

令第五条の五の廃業等届出書に免許証及び次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める書類を添付しなければならない。  

  一  法第十一条第一項第一号に該当する場合  除かれた戸籍の謄本  

二  法第十一条第一項第二号に該当する場合  消滅した法人に係る閉鎖し

た登記用紙の謄本又は存続する法人の登記簿謄本  

  三  法第十一条第一項第三号に該当する場合  裁判所が破産管財人に交  

   付するその選任を証する書面  

  四  法第十一条第一項第四号に該当する場合  解散した法人に係る閉鎖  

   した登記用紙の謄本  

 (従業者名簿の異動の届出 ) 

第七条  宅地建物取引業者は、令第一条の二第一項第八号の宅地建物取引業

に従事する者の名簿に変更があったとき (当該変更に係る者が法第八条第

二項第三号又は第六号に規定する者であるときを除く。 )は当該変更があ

った日から三十日以内に、その旨を従業者名簿異動届 (別記様式 )により、

その主たる事務所の所在地を所管する県土整備事務所の長を経由して知

事に届け出なければならない。  

 2 前項の従業者名簿異動届の提出部数については、第三条の規定を準用す  

  る。  

  (宅地建物取引士に関する申請書等の経由 ) 

第八条  次に掲げる者は、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北

九州県土整備事務所又は飯塚県土整備事務所の長を経由して知事に申請書

又は届出書及びその添付書類を提出しなければならない。  

  一  法第十八条第一項の登録を受けようとする者  
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  二  法第二十条の規定により登録の変更を受けようとする者  

  三  法第二十一条の規定により死亡等の届出をしようとする者  

  (宅地建物取引士に関する申請書等の提出部数 ) 

第九条  法第十九条の二の規定により登録の移転を受けようとする者並びに

前条第二号及び第三号に掲げる者が知事に提出する申請書又は届出書及

びその添付書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。  

 (変更登録申請書の添付書類 ) 

第十条  法第二十条の規定により登録の変更を受けようとする者は、令第十

四条の七の変更登録申請書に次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各

号に定める書類を添付しなければならない。  

  一  住所又は住居表示の変更  住民票の抄本若しくは戸籍の附票の写し  

   又は住居表示変更証明書  

  二  氏名又は本籍の変更  戸籍抄本  

  三  勤務先の変更  宅地建物取引業者が発行した在職証明書、退職証明書、 

   出向証明書又はこれらに類する書面  

 (死亡等届出書の添付書類 ) 

第十一条  法第二十一条の規定により死亡等の届出をしようとする者は、令

第十四条の七の二の死亡等届出書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める書類を添付しなければならない。  

  一  法第二十一条第一号に該当する場合  除かれた戸籍の謄本  

  二  法第二十一条第三号に該当する場合  市区町村の長が発行する身分  

   証明書  

 (宅地建物取引士証書換え交付申請書の添付書類 ) 

第十二条  令第十四条の十三第一項の規定により宅地建物取引士証の書換え

交付を受けようとする者は、同条第二項の宅地建物取引士証書換え交付申

請書に令第十四条の七の変更登録申請書の副本の写しを添付しなければ

ならない。  

 (宅地建物取引士証再交付申請書の添付書類 ) 

第十三条  令第十四条の十五第一項の規定により宅地建物取引士証の再交付

を受けようとする者は、同条第二項の宅地建物取引士証再交付申請書に宅

地建物取引士証の亡失、滅失等に係る原因等を記載した書面を添付しなけ

ればならない。  

 (業務場所に係る届出書の経由等 ) 

第十四条  法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、次の表

の上欄に掲げる区分に応じ、同表下欄に定める県土整備事務所の長を経由
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して国土交通大臣又は知事に届出書及びその添付書類を提出しなければ

ならない。  

宅地建物取引業者の主たる事務所の所在

地を所管する県土整備事務所  

経由する県土整備事務所の長  

福岡県土整備事務所  朝倉県土整備事務

所  那珂県土整備事務所  

福岡県土整備事務所長  

久留米県土整備事務所  南筑後県土整備

事務所  八女県土整備事務所  

久留米県土整備事務所長  

京築県土整備事務所  北九州県土整備事

務所  

北九州県土整備事務所長  

飯塚県土整備事務所  直方県土整備事務

所  田川県土整備事務所  

飯塚県土整備事務所長  

2 前項に規定する者は、令第十九条第三項の届出書に法第五十条第二項に規

定する場所の付近の案内図を添付しなければならない。  

3 令第十九条第三項の届出書の提出部数は、国土交通大臣の免許を受けてい

る者にあっては正本二通及び副本三通、知事の免許を受けている者にあって

は正本一通及び副本一通とする。  

  附  則  

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。  

  附  則 (平成一三年規則第三号 ) 

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。  

  附  則 (平成一八年規則第九号 ) 

この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。  

  附  則 (平成二一年規則第三九号 )抄  

(施行期日 ) 

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。  

  附  則 (平成二四年規則第四三号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。  

  附  則 (平成二六年規則第五四号 ) 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。  
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