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みんなの「住」を守る
強い味方

お仕事の
はなし 1

お仕事の
はなし 2

お仕事の
はなし 3

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会(略称：全宅連)は、 
47都道府県の宅地建物取引業協会(宅建協会)によって構成されており、傘下会員業者10万社を擁する、宅地建物取引業法(宅建業法)に規定された団体です。

普及啓発活動
知らせる・守る

人材育成事業
育てる・役立てる

情報提供事業
調べる・伝える

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

DIC 4



もうすぐはじめての一人暮らし！
部屋探し、楽しいけど

すこし心配…

02　調べる・伝える  情報提供事業 調べる・伝える  情報提供事業　03

まめ蔵(?)
全宅連の知恵袋と言わ
れる存在。消費者の安
心できる住まい選びを
サポートするために、
日夜奮闘する。

はと子(18)
大学受験に合格し、こ
の春から新生活を迎え
る新女子大生。

お仕事の
はなし

1
全宅連では、消費者保護を目的に不動産に関する調査
研究・政策提言の情報提供活動を行っています。
今年の春上京する新女子大生・はと子の部屋探しを追
いながら、全宅連がどんな活動をしているのか見てい
きましょう。

そんな時は全宅連の
「ハトマークサイト」を
チェックしてみて！

目黒区のワンルームの家賃相場は？杉
並区の2LDKの家賃相場は？など、地域
や沿線からすぐに調べられます。

家賃相場がどのように推移しているの
かを見ることができます。

希望する家賃や駅から徒歩何分かな
ど、気になる条件に応じた住宅の平均
像を知ることができます。

ハトマークサイトは借りたい人だけで
なく、家やアパートを買いたい・売りた
い人へ向けても情報を発信しています。

知りたい街の
家賃相場が分かる!

賃料が安くなっている
街を知りたい!

買いたい人や、
売りたい人にも。

希望する条件だと、
どんな家があるの？

消費者にとって土地や建物を買ったり、売っ
たりすることは、高額であり、経験を積むこと
のできない取引です。全宅連は消費者になり
代わり、法的な規制や税制、不動産市場の実態
を調査研究し、国や行政等に提言活動を行っ
ています。

不動産取引を科学する！

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会が運営する不動産
情報サイトです。消費者保護を目的に不動産取引に関する
知識や統計データなどの情報が公開されています。

http://www.hatomarksite.com/

「ハトマークサイト」をチェック！
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4月から大学生か、なんかワクワクする
なぁ～。でも、部屋探しってやったこと
ないし、いろんなサイトに物件が出て
るけど、なんか不安だなぁ～。

全宅連ではインターネットを使って、部
屋探しをする人に便利でためになる情
報を提供しているよ。
例えば、ハトマークサイト①。ズバリ、

「ハトマークサイト」で検索してごらん。
全国の家賃相場が分かるんだ。

住みたい街や沿線をクリックすれば、間
取りの大きさごとに平均的な賃料②や
推移が見られる③よ。安心できる全国
40万件程の賃貸物件が登録されている
から、具体的な物件を探すうえで、正当

な家賃なのかを比較検討でき
る判断材料になるよ。

へぇ～、そーなんだ。いろんな物件サイ
トを見る前に家賃相場をチェックした
ほうがいいんですね。なるほどなるほ
ど・・・、メモメモ。
あ！それに希望の家賃と駅からの距離
を入力すれば住めるおうちの平均像も
わかる④んですね。

それに、部屋探しだけじゃないよ。
マンションや一戸建てを買いたい人や
売りたい人のために、平均価格や築年
数だって調べられる⑤んだよ。

便利なんですね～。
お父さんにも教えてあげなきゃ。

全宅連では、こういった不動産の統計
情報だけでなく、消費者保護を目的に
安全で安心な土地や住宅取引のための
政策提言や不動産取引に関する法制度
の調査研究、公正な不動産市場の研究
なども行っている⑥んだ。

ちょっと難しかったかな。
要するに、消費者の味方なんだね。



消費者にとって、住宅購入は人生最
大の買い物です。全宅連では、住宅
の購入・売却を検討されるときに必
要となる手続きや知識を解説した冊
子「家本（いえほん）」を発行してい
ます。

お仕事の
はなし

2
全宅連では、消費者保護を目的に不動産取引の普及啓
発事業を行っています。まめ蔵のアドバイスで部屋は
決まったはと子ですが、初めての一人暮らしはすこし
不安な様子です。

04　知らせる・守る  普及啓発活動

一人暮らしは初めてだから、
何からやればいいのか・・・。

誰に相談したらいいんだろう。

全宅連のホームページでは、借りたい人・貸したい人、
買いたい人・売りたい人の知っておきたいことを、それ
ぞれの目線に立って説明しています。

借りる人も貸す人も
知っておきたいことが満載

http://www.zentaku.or.jp/
全宅連

https://www.zentaku.or.jp/useful/products/detail5

例えば部屋探しをしている人なら、あ
らかじめ「借りるときに知っておきた
いこと」を読んでおくことで、安心して
進めていくことができます。

部屋探しの流れを
追ってみよう 入居後はこれで安心！

住まいの購入・売却をするときは

大家さんやご近所とのトラブルは避け
たいもの。そのために知っておきたい
ルールやトラブル対処方法について、
わかりやすく解説してあります。

全宅連のホームページを見れ
ば、契約のこととか、必要なお金
のこと、入居後にすぐやってお
くべき基礎的なことの説明が載
ってる①からチェックしてみ
て。

はい！
私はあさっての契約について、
詳しく知りたいから…
この、 「8.賃貸借契約を結ぶ」②
という項目を読んでおけば安心
ですね。

入居するときは、電気やガスの
手続きはもちろんだけど、退出
するときには借りたときの状
態で返さないといけないんだ。
だから、後々大家さんとトラブ
ルにならないための注意点も
全宅連のホームページで確認
だね③。

よくわかりました。前もって調
べておくべきことがたくさん
あるんですね。少し不安がなく
なった気がします。

全宅連では、皆さんが部屋を借
りたり、家を売ったり買ったり
するときに、安全で安心して取
引ができるように知識の普及
啓発に努めている④⑤⑦んだ。
大切な税金のことだって、毎年
わかりやすい本⑥を出したり、
税理士さんによる電話相談⑧
も行っているんだよ。

よくわかりました。全宅連さん
って消費者のために住まいの
いろんなことを教えていただ
けるんですね。

知らせる・守る  普及啓発活動　05

安全で安心な
暮らしのために

これから一人暮らしを始めるみなさんへ向けて、マ
ナーやルール、節約方法まで解説したわかりやすい
ガイドブック。一人暮らしの先輩達の話も収録して
いて、充実の内容となっています。
また、高校や大学に行き、ガイド
ブックの内容などを解説する出前
授業も行っています。

「はじめての一人暮らしガイドブック」

毎年改正される税金の制度をわかりやすく解説して
います。

「あなたの不動産税金は」

日本ではじめて賃貸住宅を借りる留学生や社会人
の方向けのガイドブック。生活習慣の違う方が注意
しておくポイントをわかりやすく５か国語（日本
語・英語・中国語・ハングル・ベトナム語）で説明して
います。
ホームページからダウンロードできます。

https://www.zentaku.or.jp/useful/guidebook/

「部屋を借りる人のためのガイドブック」

全宅連では、分かりづらい税金のことを気軽に相談
できる、電話相談の窓口を開設しています。
詳しくは、全宅連ホームページまで。

http://www.zentaku.or.jp

難しい税金のことはプロにお任せ！

不動産に関する法律や税務について詳しく知りた
いときや、不動産業界の動きを知りたいときは毎月
発行している広報誌でチェック！

https://www.zentaku.or.jp/useful/realpartner/

不動産総合情報誌「リアルパートナー」

初めての一人暮らしって
確かに不安だよね。

そんなときは全宅連の
ホームページをチェック！
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なんか私も住まいや不動産の
ことに、興味が出てきました。
お父さんも私が大学生になったら、お母さ
んと住み替えたいって言ってましたし・・・。

それはいいことですね、これからの若い人にも不動産
取引のことを学んでもらいたいから、大学生を対象に
体験カリキュラムを実施①してるんだ。
また、住み替えを考えてるお父さんには、ぜひ消費者
向けセミナー②にも参加してほしいね。取引の基礎知
識が学べるから、きっと役に立つと思うよ。

そっか、じゃあ早速お父さんに教えてあげなきゃ。

さらに、もっと不動産取引の専門的な知識を身につけ
たい人には、不動産実務セミナー③や不動産キャリア
サポート研修制度④がオススメだよ。
皆さんに実践的な知識を広めることは、消費者保護の
うえでとっても大切なんだ。

みんながもっと不動産取引のことを知れば、安心して
家を買ったり売ったりできますもんね。
私もこれから不動産のことを一杯勉強して、お父さん
に教えてあげますね。

それはいいことだ、親孝行だね。詳しいことは、ハト
マークサイトに載ってるから確認してみてください。
あさっての賃貸借契約の前にもう一度チェックだね。

はーい、ありがとうございます！

お仕事の
はなし

3
全宅連では、消費者にとって安心安全な不動産取引を推進するため、消費者
をはじめとして不動産取引に関わる様々な方々を対象とした人材育成事業
を行っています。はと子も部屋探しを通して、どうやら不動産に興味がわい
てきたようです。

一般消費者を対象とした無料のセミナーです。
不動産取引に関心のある方は、ぜひ参加してみてく
ださい。

消費者向けセミナー

不動産取引に関する社会的な課題や時節のタイム
リーな題材をテーマにした実践的なセミナーです。

不動産実務セミナー

不動産取引に関わるすべての方を対象とした段階
的な研修制度です。まずは、基礎知識修得のための不
動産キャリアパーソン講座（通信教育）にチャレン
ジしてみましょう。

不動産キャリアサポート研修制度

http://www.zentaku.or.jp/
全宅連

育てる・役立てる  人材育成事業　0706　育てる・役立てる  人材育成事業

全宅連は、皆さんに不動産取引や実務のことをより詳
しく理解していただくために、セミナーを開催してお
ります。

ひとりでは学びにくい不動産実務の基礎的な知識か
ら実践的な内容を、大学の先生やその道のプロが解説
します。全宅連は、国民全体の中から一人でも多く、不
動産取引に詳しい人材を育成することが、安全で安心
できる社会の実現に繋がると考えます。

セミナーの開催

全宅連では、不動産に関連する学部・学科の大学
生を対象に、不動産取引の就業体験の機会を提供
しています。

インターンシップ制度

（インターンシップ（平成28年8月））

（消費者向けセミナー（平成28年9月））

（不動産実務セミナー（平成28年11月））

各種人材育成事業の詳しい内容は
全宅連ホームページをご覧ください。



平成29年1月31日現在

都道府県 協会名 郵便番号 事務所住所
TEL 
FAX

不動産無料 
相談所TEL

北海道
(公社)北海道宅地建物取引業協会 060-0001 札幌市中央区北1条西17-1 

北海道不動産会館
011(642)4422 
011(621)7855

011(641)8931

青 森
(公社)青森県宅地建物取引業協会 030-0861 青森市長島3-11-12 

青森県不動産会館
017(722)4086 
017(773)5180

左記に同じ

岩 手
(一社)岩手県宅地建物取引業協会 020-0127 盛岡市前九年1-9-30 

岩手県不動産会館
019(646)1111 
019(646)3939

左記に同じ

秋 田
(公社)秋田県宅地建物取引業協会 010-0942 秋田市川尻大川町1-33 

秋田県不動産会館
018(865)1671 
018(865)1670

左記に同じ

山 形
(公社)山形県宅地建物取引業協会 990-0023 山形市松波1-10-1 

山形県不動産会館
023(623)7502 
023(642)7373

左記に同じ

宮 城
(公社)宮城県宅地建物取引業協会 980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-18 

宮城県不動産会館
022(266)0011 
022(266)2189

022(266)9807

福 島
(公社)福島県宅地建物取引業協会 960-8055 福島市野田町6-3-3 

福島県不動産会館
024(531)3445 
024(531)8162

左記に同じ
(※各支部にて受付）

新 潟
(公社)新潟県宅地建物取引業協会 950-0084 新潟市中央区明石1-3-10 

新潟県宅建会館
025(247)1177 
025(247)0131

左記に同じ

長 野
(一社)長野県宅地建物取引業協会 380-0836 長野市南県町999-10 

長野県不動産会館
026(226)5454 
026(226)9115

左記に同じ

山 梨
(公社)山梨県宅地建物取引業協会 400-0853 甲府市下小河原町237-5 

山梨県不動産会館
055(243)4300 
055(243)4301

055(243)4304

茨 城
(公社)茨城県宅地建物取引業協会 310-0066 水戸市金町3-1-3 

茨城県不動産会館
029(225)5300 
029(225)5785

左記に同じ

栃 木
(公社)栃木県宅地建物取引業協会 320-0046 宇都宮市西一の沢町6-27 

栃木県不動産会館
028(634)5611 
028(634)5670

左記に同じ

群 馬
(一社)群馬県宅地建物取引業協会 379-2154 前橋市天川大島町1-4-37 

群馬県不動産会館
027(243)3388 
027(243)3383

左記に同じ

埼 玉
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町6-15

埼玉県宅建会館
048(811)1820 
048(811)1821

048(811)1818

千 葉
(一社)千葉県宅地建物取引業協会 260-0024 千葉市中央区中央港1-17-3 

千葉県不動産会館
043(241)6671 
043(245)0886

043(241)6697

東 京
(公社)東京都宅地建物取引業協会 102-0071 千代田区富士見2-2-4 

東京不動産会館
03(3264)7041 
03(3264)7047

03(3264)8000

神奈川
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 231-0013 横浜市中区住吉町6-76-3 

神奈川県不動産会館
045(633)3030 
045(633)3031

045(633)3035

富 山
(公社)富山県宅地建物取引業協会 930-0033 富山市元町2-3-11 

富山県不動産会館
076(425)5514 
076(491)4536

左記に同じ

石 川
(公社)石川県宅地建物取引業協会 921-8047 金沢市大豆田本町ロ46-8 

石川県不動産会館
076(291)2255 
076(291)1118

0120（424）425

福 井
(公社)福井県宅地建物取引業協会 910-0004 福井市宝永4-4-3 

福井県宅建会館
0776(24)0680 
0776(24)9030

左記に同じ

岐 阜
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会 500-8358 岐阜市六条南2-5-3 

岐阜県不動産会館
058(275)1551 
058(274)8833

左記に同じ

静 岡
(公社)静岡県宅地建物取引業協会 420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-16 

静岡県不動産会館
054(246)1511 
054(245)9730

054(247)2103

愛 知
(公社)愛知県宅地建物取引業協会 451-0031 名古屋市西区城西5-1-14 

愛知県不動産会館
052(522)2575 
052(521)1837

052(523)2103

三 重
(公社)三重県宅地建物取引業協会 514-0008 津市上浜町1-6-1 

三重県不動産会館
059(227)5018 
059(227)5019

左記に同じ

都道府県 協会名 郵便番号 事務所住所
TEL 
FAX

不動産無料 
相談所TEL

滋 賀
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会 520-0044 大津市京町3-1-3

逢坂ビル
077(524)5456
077(525)5877

077(526)2267

京 都
(公社)京都府宅地建物取引業協会 602-0915 京都市上京区中立売通新町西入

三丁町453-3京都府宅建会館
075(415)2121
075(415)2120

左記に同じ

大 阪
(一社)大阪府宅地建物取引業協会 540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1

大阪府宅建会館
06(6943)0621
06(6946)0320

0570(783)810

兵 庫
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-26

兵庫県不動産会館
078(382)0141
078(351)0164

078(371)5222

奈 良
(公社)奈良県宅地建物取引業協会 630-8133 奈良市大安寺6-20-3

奈良県宅建会館
0742(61)4528
0742(62)9104

左記に同じ

和歌山
(公社)和歌山県宅地建物取引業協会 640-8323 和歌山市太田143-3

和歌山県不動産会館
073(471)6000
073(472)5555

左記に同じ

鳥 取
(公社)鳥取県宅地建物取引業協会 680-0036 鳥取市川端2-125

鳥取県不動産会館
0857(23)3569
0857(27)1854

左記に同じ

島 根
(公社)島根県宅地建物取引業協会 690-0063 松江市寺町210-1

島根県不動産会館
0852(23)6728
0852(21)8036

左記に同じ

岡 山
(一社)岡山県宅地建物取引業協会 700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28

岡山県不動産会館
086(222)2131
086(222)2179

左記に同じ

広 島
(公社)広島県宅地建物取引業協会 730-0046 広島市中区昭和町11-5

広島県不動産会館
082(243)0011
082(243)9917

左記に同じ

山 口
(一社)山口県宅地建物取引業協会 754-0021 山口市小郡黄金町5-16

山口県不動産会館
083(973)7111
083(973)7522

左記に同じ

徳 島
(公社)徳島県宅地建物取引業協会 770-0941 徳島市万代町5-1-5

徳島県不動産会館
088(625)0318
088(625)3669

左記に同じ

香 川
(公社)香川県宅地建物取引業協会 760-0067 高松市松福町1-10-5

香川県不動産会館
087(823)2300
087(823)1212

左記に同じ

愛 媛
(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 790-0807 松山市平和通6-5-1

愛媛不動産会館
089(943)2184
089(943)2364

左記に同じ

高 知
(公社)高知県宅地建物取引業協会 780-0901 高知市上町1-9-1

高知県不動産会館
088(823)2001
088(822)2301

088(823)4000

福 岡
(公社)福岡県宅地建物取引業協会 812-0054 福岡市東区馬出1-13-10

福岡県不動産会館
092(631)1717
092(631)0445

092(631)2103

佐 賀
(一社)佐賀県宅地建物取引業協会 840-0804 佐賀市神野東4-1-10

佐賀県不動産会館
0952(32)7120
0952(32)7153

左記に同じ

長 崎
(公社)長崎県宅地建物取引業協会 852-8105 長崎市目覚町3-19

長崎県不動産会館
095(848)3888
095(847)0025

左記に同じ

熊 本
(一社)熊本県宅地建物取引業協会 862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-31

熊本県不動産会館
096(213)1355
096(213)1356

左記に同じ

大 分
(一社)大分県宅地建物取引業協会 870-0025 大分市顕徳町2-4-15

大分県不動産会館
097(536)3758
097(533)0105

左記に同じ

宮 崎
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会 880-0862 宮崎市潮見町20-1

宮崎県不動産会館
0985(26)4522
0985(26)4523

左記に同じ

鹿児島
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会 890-0052 鹿児島市上之園町24-4

鹿児島県不動産会館
099(252)7111
099(257)1452

099(297)4300

沖 縄
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会 900-0021 那覇市泉崎1-12-7

沖縄県不動産会館
098(861)3402
098(868)7963

左記に同じ
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全宅連のもとには全国47都道府県すべてに宅建協会があり、
不動産に関する様々なご相談を承る無料相談所があります。都道府県協会一覧
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宅建業法主管課一覧
不動産取引を規定する法律は「宅地建物取引業法(宅建業法)」です。
以下は宅建業法の国の窓口(国土交通省、各地方整備局等)と県の窓口
一覧です。

10　宅建業法主管課一覧

北海道 建設部住宅局建築指導課（管理指導グループ） 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011（204）5575（直）

青森県 県土整備部建築住宅課（住宅政策グループ） 030-8570 青森市長島1-1-1 017（734）9692（直）

岩手県 県土整備部建築住宅課（公共住宅担当） 020-8570 盛岡市内丸10-1 019（629）5932（直）

宮城県 土木部建築宅地課（調整班） 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 022（211）3242（直）

秋田県 建設部建築住宅課（建築指導班） 010-8570 秋田市山王4-１-1 018（860）2565（直）

山形県 県土整備部建築住宅課（住まいづくり支援担当） 990-8570 山形市松波2-8-1 023（630）2641（直）

福島県 土木部建築指導課（指導審査担当） 960-8670 福島市杉妻町2-16 024（521）7523（直）

茨城県 土木部都市局建築指導課（監察・免許担当） 310-8555 水戸市笠原町978-6 029（301）4722（直）

栃木県 県土整備部住宅課（宅地指導担当） 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028（623）2488（直）

群馬県 県土整備部住宅政策課（宅建業係） 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027（226）3525（直）

埼玉県 都市整備部建築安全課（宅建相談・指導担当） 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048（830）5488
   

 担当部局 事務所所在地・TEL 管轄都道府県

所管部課名 郵便番号 住所 TEL

国土交通省 土地建設産業局  〒100-8918
 不動産業課 東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎第3号館
  03（5253）8111

北海道開発局 事業振興部建設産業課 〒060-8511 北海道
  札幌市北区北８条西2丁目札幌第1合同庁舎
  011（709）2311

東北地方整備局 建政部 〒980-8602 青森県、岩手県、宮城県、
 計画・建設産業課 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟 秋田県、山形県、福島県
  022（225）2171

関東地方整備局 建政部建設産業第二課 〒330-9724 茨城県、栃木県、群馬県、
  さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 埼玉県、千葉県、東京都、
  048（601）3151 神奈川県、山梨県、長野県

北陸地方整備局 建政部 〒950-8801 新潟県、富山県、石川県
 計画・建設産業課 新潟市中央区美咲町1-1-1
  025（280）8880

中部地方整備局 建政部 〒460-8514 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
 建設産業課 名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館
  052（953）8119

近畿地方整備局 建政部 〒540-8586 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
 建設産業第二課 大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎第1号館 兵庫県、奈良県、和歌山県
  06（6942）1141

中国地方整備局 建政部 〒730-0013 鳥取県、島根県、岡山県、
 計画・建設産業課 広島市中区八丁堀2-15 広島県、山口県
  082（221）9231

四国地方整備局 建政部 〒760-8554 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
 計画・建設産業課 高松市サンポート3-33
  087（851）8061

九州地方整備局 建政部 〒812-0013 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
 建設産業課 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎 別館 大分県、宮崎県、鹿児島県
  092（471）6331

沖縄総合事務局 開発建設部 〒900-0006 沖縄県
 建設産業・地方整備課 那覇市おもろまち2-1-1
  098（866）0031

千葉県 県土整備部建設・不動産業課（不動産業班） 260-8667 千葉市中央区市場町1-1 043（223）3238（直）

東京都 都市整備局住宅政策推進部不動産業課 163-8001 新宿区西新宿2-8-1 03（5320）5072

神奈川県 県土整備局事業管理部建設業課 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045（313）0722
(横浜駐在事務所宅建指導担当）  神奈川県民センター4階 

新潟県 土木部都市局建築住宅課（住宅宅地係） 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025（280）5439（直）

長野県 建設部建築住宅課（建築技術係） 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026（235）7331（直）

山梨県 県土整備部建築住宅課（企画担当） 400-8501 甲府市丸の内1-6-1 055（223）1730（直）

富山県 土木部建築住宅課(管理係） 930-8501 富山市新総曲輪1-7 076（444）3355（直）

石川県 土木部建築住宅課（建築行政グループ） 920-8580 金沢市鞍月1-1 076（225）1778（直）

福井県 土木部建築住宅課（住宅計画グループ） 910-8580 福井市大手3-17-1 0776（20）0505（直）

岐阜県 都市建築部建築指導課（宅建係） 500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 058（272）8680（直）

静岡県 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課（宅地建物班） 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054（221）3072（直）

愛知県 建設部建設業不動産業課(不動産業グループ) 460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 052（954）6582（直）

三重県 県土整備部建築開発課（宅建業・建築士班） 514-8570 津市広明町13 059（224）2708（直）

滋賀県 土木交通部住宅課（管理係） 520-8577 大津市京町4-1-1 077（528）4231（直）

京都府 建設交通部建築指導課（宅建業担当） 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075（414）5343（直）

大阪府 住宅まちづくり部建築振興課 559-8555 大阪市住之江区南港北１-14-16 06（6210）9733（指導グループ）
（宅建業免許グループ） 　　　　　　　　　　　大阪府咲洲庁舎１F　　  

兵庫県 県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室（土地対策班） 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078（362）3612（直） 

奈良県 県土マネジメント部まちづくり推進局建築課総務宅建係 630-8501 奈良市登大路町30 0742（27）7563（直）

和歌山県 県土整備部都市住宅局公共建築課（指導班） 640-8585 和歌山市小松原通1-1 073（441）3243（直）

鳥取県 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 680-8570 鳥取市東町1-220 0857（26）7411（直）

島根県 土木部建築住宅課（住宅企画グループ） 690-0887 松江市殿町8 0852（22）5226（直）

岡山県 土木部都市局建築指導課（街づくり推進班） 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086（226）7504（直）

広島県 土木建築局建築課（宅建業グループ） 730-8511 広島市中区基町10-52 082（513）4185（直）

山口県 土木建築部住宅課（民間住宅支援班） 753-8501 山口市滝町1-1 083（933）3883（直）

徳島県 県土整備部住宅課（建築指導室　指導・宅建担当） 770-8570 徳島市万代町1-1 088（621）2604（直）

香川県 土木部住宅課（総務・宅地建物指導グループ） 760-8570 高松市番町4-1-10 087（832）3582（直）

愛媛県 土木部道路都市局建築住宅課（宅地建物指導係） 790-8570 松山市一番町4-4-2 089（912）2758（直）

高知県 土木部住宅課（総務宅建担当） 780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088（823）9861（直）

福岡県 建築都市部建築指導課 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092（643）3718（直）

佐賀県 県土整備部本部建築住宅課（総務宅建担当） 840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952（25）7164（直）

長崎県 土木部建築課（宅地指導班） 850-8570 長崎市江戸町2-13 095（894）3094（直）

熊本県 土木部建築住宅局建築課（宅地指導班） 862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096（333）2536（直）

大分県 土木建築部建築住宅課（管理・ニュータウン班） 870-8501 大分市大手町3-1-1 097（506）4682（直）

宮崎県 県土整備部建築住宅課（宅地審査担当） 880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 0985（26）7195（直）

鹿児島県 土木部建築課 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099（286）3707（直）

沖縄県 土木建築部建築指導課 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098（866）2413（直）

所管部課名 郵便番号 住所 TEL

平成29年1月31日現在
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公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
〒101-0032東京都千代田区岩本町2丁目6番3号（全宅連会館）

TEL03（5821）8111  FAX03（5821）8101

ハトマークは、私たちが目指していく

べき姿の象徴です。

２羽の鳩は、消費者と会員の信頼と繁

栄を意味しています。

赤色は 太陽”緑色は 大地”そして白色

は 取引の公正”を表しています。

ハトマークは、消費者と会員の
信頼の絆を表しています。

人と住まいをつなぎます
ハトマークは全宅連系 47都道府県協会会員のシンボルマークです。

ハトマークグループ・ビジョン
私たちが目指す理想の姿

私たち、「ハトマークグループ」は、みんなを笑顔にするために、
地域に寄り添い、生活サポートのパートナーになることを目指します。

” ”

”

「地域」を顧客と捉え、ハトマーク会員が継続した地域まもり・家まもり・資産まもりのお手伝いを行い、
顧客満足度を超えた感動のサービスにより

「消費者の笑顔」「地域生活者の笑顔」「地域コミュニティの笑顔」を実現
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