
2012. 11. 2

第184号第184号第184号

瑠璃光寺五重塔・常栄寺雪舟庭の紅葉（山口市）
山口支部　縄　田　　　学

山口県の四季

秋

瑠璃光寺五重塔〈国宝〉
　瑠璃光寺五重塔は、全国に現存する五重塔のうちで10番目に旧く、美しさは日本三名塔の
一つに数えられ、室町中期における最も秀でた建造物と評されています。ちなみに、日本三名
塔の他の2基は、奈良県の法隆寺と京都府の醍醐寺にある五重塔です。
　この国宝、五重塔は観光山口のシンボルとして桜や楓の裏山を背に、大内文化を優雅に伝え
ています。
常栄寺雪舟庭〈史跡及び名勝〉
　庭園は、今から約500年前、妙喜寺の時代に、大内政弘が別荘として、画僧雪舟に築庭さ
せたものと伝えられ、現在国の史跡及び名勝に指定されています。庭園は、本堂の北面にあり、
内庭は約30アールの広さで、東、西、北の三方が山林となっています。近年この山林も指定
地域に含まれました。
庭は北側に滝を掛け、中央には無染池（心字池）を設け、その周囲には庭石を豊かに配して

います。滝の石組みは立派で、よく室町時代の特色がでています。
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人口減少・少子高齢化社
会において、住宅を含めた
既存ストックの有効活用が
喫緊の課題となっている。
環境負荷の低減を図る為
にも、「住宅を作っては壊
す」社会から「良いものを
作って、きちんと手入れを
して、長く大切に使う」と
いう考え方が必要である。

この様な環境の変化の中「新成長戦略」（平成22年
6 月18日閣議決定）の中で示された、「中古住宅の流
通市場・リフォーム市場等の環境整備」に向け、中
古・リフォーム市場整備のためのトータルプランが策
定された。
平成23年 2 月には高木佳子弁護士（元日弁連副会
長）を座長とする14名の委員で構成する委員会（全宅
連からは市川宜克 元専務理事が出席）で検討会が設
置され「中古住宅流通・リフォーム市場の現状と市場
拡大に向けた方策について」を皮切りに平成24年 6 月
まで計 6回の検討会が実施された。
また「日本再生戦略」（平成24年 7 月31日閣議決
定）には「持続可能で活力ある国土・地域の形成～国
土・地域活力戦略～」の中で、2020年までに中古住宅
流通市場・リフォーム市場の規模倍増（20兆円市場）

１．中古住宅・リフォーム市場促進の啓発
①　消費者向け（セミナー・無料相談会）、事業者
向け（講習会・研修会）の開催
②　本事業周知のための広告宣伝
２．協議会ホームページの構築
①　情報提供（各種制度の紹介、不動産取引の
Q&A、参加事業者や各機関の紹介、リフォー
ム・リノベーション、長期優良住宅、太陽光発
電・住宅エコポイント・保険や保証の解説等）
②　賛助会員の登録、検索
③　サービス（保険等）の登録、検索
④　依頼受付フォームの設置
⑤　住宅ローンシミュレーションの構築
３．既存住宅システムの改修
  　既存住宅情報システムを活用するため、物件登録
時にサービス（住宅性能評価付、建物検査済み、瑕
疵担保保険付、土地調査済み等）や賛助会員情報を
登録できるようにし、その情報の裏付けとして、物
件情報から協議会ホームページにリンクできるよう
システムを改修。
４．予定スケジュール

を実現する目標を掲げた。
このような状況を背景に、不動産流通システムの改
革のための 5つの柱として提言されたのが、
１．消費者にとって必要な情報の整備・提供　
２．不動産の価格の透明性の向上
３．先進的な不動産流通ビジネスモデルの育成・支
援と成功事例の普及
４．宅地建物取引業者および従業者の資質の向上
５．住み替え支援など多様な手段による既存ストッ
クの流動化の促進

であります。
社団法人山口県宅地建物取引業協会としては、今年
平成24年 4 月27日に広島市の国交省中国整備局におい
て、不動産流通活性化についての説明会があり、モデ
ル事業実施団体には補助金をつけるとのことでありま
した。
結果中国 5 県の宅建協会で600万円の補助金がつき
先日平成24年10月 4 日に「不動産コンシェルジュ中国
地区協議会」として設立総会が開催され、運営規約、
事業計画、予算案などについて審議され可決された。
・不動産コンシェルジュ中国地区協議会規約
・賛助会員規約
・平成24年度事業計画
・平成24年度活動予算

会長　五郎丸　孝 士

不動産流通システム改革への対応について

平成24年度事業計画 平成24年度活動予算
【収入の部】 （単位：円）

10月
11月
12月
1月

2月

協議会ホームページの構築（目標12月末完成）
既存住宅システムの改修 （目標12月末完成）
事業者向け（説明会・研修会）の開催
賛助会員の募集
消費者向け（相談会・セミナー）の開催
広告宣伝

平成24年

平成25年

科　目 予算額 備　　考
平成24年度国土交通省ビジ
ネスモデル事業支援金支援予定額

合計（税込）

6,000,000

6,000,000

【支出の部】 （単位：円）
科　目 予算額 備　　考

人件費：協議会運営事務局
講師代：20万円（セミナー
及び研修会 2回分）
中国5県での会議開催にお
ける協議会参加者の旅費交
通費（8月～3月で8回開催
予定）1回10 万円
協議会ホームページ構築費用
広告宣伝費（新聞広告・
Web広告・チラシ製作等）
協議会ホームページと既存
住宅システムと連携させる
ためのシステム改修費

セミナー及び研修会

謝 金 等

旅 費

販売促進費

そ の 他
試行的実費

会議開催費
会場使用料
通 信 費
合計（税込）

1,200,000

200,000

800,000

2,600,000

355,000

400,000

100,000
300,000
45,000

6,000,000
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不動産コンシェルジュ中国地区協議会規約
（名　称）
第 1条　この会は、不動産コンシェルジュ中国地区協
議会（以下「協畿会」という。）と称する。

（目　的）
第 2条　協議会は、消費者が安心して住宅を取得でき、
リフォームを行うことができる市場の環境を整備
するため、既存住宅ストックの質の向上や流通の
促進、多様なニーズに対応した魅力ある中古住
宅・ リフォームを提供できる担い手の育成等の
取り組みを総合的に推進することにより、不動産
市場の活性化に貢献することを目的とする。

（事　業）
第 3条　協議会は、前条に規定する目的を達成するた
め、次の事業を行う。

（1）情報の収集・提供
（2）研修会・講習会等
（3）その他協議会の目的を達成するために必要な事
業

（設　置）
第 4条　協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。

　 2 　委員の追加又は変更は、第9条に定める会議に
おいて決定する。

　 3　委員は非常勤とする。
（公　表）
第 5条　協議会の公表は、協議会ホームページへの掲
載等により行う。

（役　員）
第 6条　協議会に、次の役員を置く。
（1）会　長　1名
（2）副会長　1名
（3）監　事　1名
　 2　会長は、委員の中から互選により選任する。
　 3　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
　 4　副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、
協議会の同意を得て選任する。

　 5　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき
は、その職務を代理する。

　 6　監事は、協議会の会計を監査する。
　 7　役員は非常勤とする。
（役員の任期）
第 7 条　役員の任期は、2年とする。ただし、再任を
妨げない。

　 2　役員に欠員が生じたときは、その後任の職にあ
る者をもって充て、その任期は前任者の残任期間
とする。

　 3　役員は、辞任又は任期満了の場合においても、
後任者が就任するまではその職務を行わなければ

ならない。
（オブザーバー）
第 8条　協議会は、必要に応じて意見を求めるため、
オブザーバーを置くことができる。

　 2　オブザーバーは、会長が会議に招集し、発言を
求めることができる。

（会議の招集）
第 9条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、
会長が招集する。

　 2　会長は委員の 4分の 1以上の者から会議の招集
の要請があるときは、会議を招集しなければなら
ない。

　 3　会長は、会議を招集するときは、会議の日時及
び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじ
め委員に通知しなければならない。

（会議の運営）
第10条　会議は委員の過半数の者が出席しなければ、
開くことができない。

　 2　会長は会議の議長となる。
　 3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。

　 4　会議の議事、その他会議の運常に関し必要な事
項は、会長が会議に諮って定める。

（分科会の設置）
第11条　協議会は、その事務の一部について、必要な
協議又は調整を行うため、分科会を置くことがで
きる。

　 2　分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長
が会議に諮り別に定める。

（協議結果の尊重）
第12条　協議会の委員は、会議において協議が整った
事項について、その協議結果を尊重しなければな
らない。

（賛助会員）
第13条　協議会の目的に賛同し、事業の円滑な実施に
協力しようとする者を賛助会員として加えること
ができる。

　 2　賛助会員については、別に定める。
（事業年度及び会計年度）
第14条　協議会の事業年度及び会計年度は、毎年 4月
1日から翌年の 3月31日までとする。

（事業計画及び予算）
第15条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、
第 9条に定める会議において決定する。

（事業報告及び決算）
第16条　協議会の事業報告、決算及び財産目録は会長
が作成し、監事の監査を得て、第9条に定める会
議において承認を得なければならない。

（経　費）
第17条　協議会の事業を行うために必要な経費は、会
費その他の収入をもって充てる。

（事務局）
第18条　協議会の事務局は、広島宅建（株）に置く。
　 2　事務局に、事務局員若干名を置く。
（その他）
第19条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営
に必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
　1　この規約は、協議会の設立の日（平成24年10月
4 日）から施行する。

　2　協議会の設立当初の事業年度及び会計年度は、
第14条の規定にかかわらず、設立の日から平成25
年 3 月31日までとする。

184号

氏　名
壹岐　昇一
神垣　明治
山上　健一
五郎丸孝士
駒井　幸治
斉藤　祐介
宇畑　敬士
藤川　秀成
祐川　武彦
岡田　宏隆
見勢本浩一
津村　義康
岡本　洋三
今田　正志

団体名・事業者名・職名
㈳鳥取県宅地建物取引業協会 会長
㈳島根県宅地建物取引業協会 会長
㈳岡山県宅地建物取引業協会 会長
㈳山口県宅地建物取引業協会 会長
㈱日本住宅保証検査機構 特販統括部統括部長
住宅保証機構㈱中・四国営業所 営業主任
中国労働金庫 営業推進課長
㈱広島銀行広島住宅ローンセンター住宅ローンセンター統括センター長
㈱全宅住宅ローン 中国支店 支店長
山根木材㈱経営管理チーム チームリーダー
㈳広島県宅地建物取引業協会会長
㈳広島県宅地建物取引業協会 副会長
㈳広島県宅地建物取引業協会 専務理事
㈳広島県宅地建物取引業協会 情報政策委員長
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不動産コンシェルジュ中国地区協議会賛助会員規約

相談員研修会を開催

 （目　的）
第 1条　この規約は、不動産コンシェルジュ中国地区協
議会（以下、協議会という。）が協議会規約第13条
に規定する賛助会員に関して必要な事項を定め、
協議会に対する協力と理解を高めることにより、協
議会の事業活動の維持に資することを目的とする。

 （資　格）
第 2条　賛助会員の資格を有する者は、協議会の趣旨
に賛同し、協議会の事業の円滑な実施に協力しよ
うとする者とする。

（賛助会員に対する事業）
第 3条　協議会は、第 1条の目的を達成するため、賛
助会員に対し、次の事業を行う。

（1）協議会が作成又は発行する資料の提供
（2）協議会ホームページ上での会員紹介
（3）その他第1条の目的を達成するために必要な事業
（加　入）
第 4条　賛助会員の加入については、次のとおり定める。
（1）賛助会員たる資格を有する者は、協議会委員の
推薦を得て加入する。

（2）賛助会員として加入しようとする者は、第 5 条
に定める会費を納付する。

（3）入会金の納入確認が出来た時点で、賛助会員と
しての資格を有するものとする。

（4）加入時に届け出た申し込み内容に変更が生じた
場合、賛助会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提
出又は協議会所定の方法により変更事項を届け出
なければならない。

（5）推薦がない者の加入については、協議会で決定
する。

（会　費）
第 5条　賛助会員の入会金及び会費については、次の
とおり定める。

（1）賛助会員は、入会金として、20,000円を納入す
るものとする。

（2）2年目から支払う会費の額は、年間12,000円とする。
（3）入会金及び会費は、協議会規約第9条に定める会
議において変更することができる。

（期　間）
第 6条　期間は 4月 1 日から翌年 3月31日までとし、
年度末の 2ヵ月前までに脱退の申出がなく、協議
会が引き続き賛助会員として認める場合には、翌
年度も賛助会員としての資格を継続する。

（退　会）
第 7条　賛助会員が退会しようとするときは、所定の
届出用紙の提出又は協議会所定の方法により退会
するものとする。

（除　名）
第 8条　協議会は、賛助会員が次の各号のいずれかに
該当する場合は除名することができる。この場合、
すでに受領した入会金・会費は払い戻ししない。

（1）協議会の事業を妨げ、又は妨げようとした場合
（2）会費の納入を怠った場合
（3）故意又は重大な過失により、協議会の信用を失
わせるような行為をした場合

（4）公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある
行為をした場合

（5）犯罪その他の信用を失う行為をした場合
（6）その他、協議会が賛助会員として不適切である
と認めた場合

（損害賠償）
第 9条　賛助会員は、本規約又は協議会が定めた規約
に違反した行為によって協議会に損害を与えた場
合、賛助会員は、協議会に対して損害賠償責任を
負うものとする。

（協議会の免責事項）
第10条　協議会の賛助会員に対する免責事項は、以下
の各号とする。

（1）協議会は、賛助会員に対する公平で適正な事業
運営に努めるが、賛助会員に対する事業の中断、
運営の停止又は廃止等によって賛助会員に損害が
生じても協議会は免責されるものとする。

（2）協議会は、賛助会員が発信する情報の正確性、
完全性、有用性を保証しない。

（3）協議会は、賛助会員に対する事業により発生し
たいかなる損害についても、その責任を負わない。

   （個人情報の取り扱い）
第11条　協議会は、賛助会員に関して知り得た個人情
報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供
できるものとする。

（1）当該個人の同意がある場合
（2）裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
（3）個人情報の保護に関する法律及びその他の法令
に基づく場合

（事業の廃止）
第12条　協議会は、営業上、技術上などの理由により
賛助会員に対する事業の全部又は一部を廃止する
ことがある。賛助会員に対する事業を廃止すると
きは、廃止の2ヵ月前までに賛助会員に通知する。

（その他）
第13条　賛助会員について本規約に定めのない事項で
あって必要な事項は、協議会で決定する。

附則：この規約は、平成24年10月4 日より施行する。

　さる平成24年 8 月31
日㈮山口県不動産会館
において、平成24年度
不動産無料相談所相談
員研修会を開催させて
いただきました。県下
8 支部より選出された
相談員の皆様をはじめ、
常務理事の皆様、ご多
忙中にも関わらず36名
の方々にお集まり頂き、大変有意義な研修となりまし
たことをまずは御礼申し上げます。
 今回は（公社）全国宅地建物取引業保証協会よりお 2
人の講師をお招きし、2 部構成にて講義をしていただ
きました。
　まず第 1部は弁済業務委員長の土屋祐二様より『弁
済業務委員会からの要望』というテーマについての講
義。中央本部では書類による審査のみで実際の取引現
場が確認できないため、地方本部の聴聞において問題
点を明確に取りまとめておく必要があること、そのた
めの具体的な聴聞の方法など、実際の弁済業務におけ
る問題点をふまえ、よりスムーズに処理をしていく上

でのご要望をお話し頂きました。
　続いて事業部長の堀内崇弘様より
『業務処理上の留意点と相談事例につ
いて』というテーマにて第 2部の講義。
　消費者から相談を受けた際、内容を充分に把握し、
それが「一般相談」として各宅建協会で処理すべきも
のなのか、あるいは「苦情相談」として保証協会にお
いて対応すべき事案なのか、これらを判断する指針や
基準などについて、最近の相談事例を参考にわかりや
すく解説していただきました。
　直近の 3年でみても着実に保証件数は減少しており
ます。相談員のスキル
アップはもちろん重要
なことですが、最終目
標は消費者からの相談
が無くなることである
うと考えます。
　信頼される業界の確
立に向け会員の皆様の
更なるご尽力をお願い
し、ご報告とさせてい
ただきます。

社会貢献委員長
　塩田　博志

（公社）全宅保証弁済業務
　委員長　土屋　祐二 氏

（公社）全宅保証事業部長
　　　　　堀内　崇弘 氏
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「不動産無料相談所」は下記により行っております。ご相談は事前に電話にて予約お願いいたします。

【連　　絡　　先】

　毎年11月に、全国一斉の宅地建物取引業者立入調査
が実施されます。
　この調査は、昭和43年度から実施されているもので
すが、本年度、本県においても、宅地建物取引業法の
適正な施行を確保する観点から、宅地建物取引業者の
業務に関し、立入調査を実施します。
　調査対象事業者は、次のとおりです。

○新規に免許を取得して３年目の業者（平成22年度
の新規免許業者）
○最近監督処分、勧告等を受けた業者、紛争相談件
数の比較的多い業者
○マンション、分譲地等の現地案内所
○昨年調査対象となっていたが実施できなかった業者
他

　調査項目は、業法に関する主要なす
べての項目にわたり行いますが、特に次
の項目は重点的に実施することにしています。

☆重要事項説明書の作成の状況
☆媒介契約書の作成の状況
☆取引台帳・従業者名簿の整備の状況
☆犯罪収益移転防止法による本人確認の状況
　
調査結果は後日公表しますが、この機会に、いま一度
初心にかえって法令を見直し、適正な宅地建物取引業
務を行うように心がけて頂きますようお願いします。

Ⅰ　宅地建物取引業者の一斉調査の実施についてⅠ　宅地建物取引業者の一斉調査の実施についてⅠ　宅地建物取引業者の一斉調査の実施について

　平成24年３月26日に「犯罪による収益の移転防止
に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を定
める政令」が公布され、施行期日が平成25年４月１日
と定められました。
　また、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令も同日公布され、一定の取引（なりすましが疑わ
しい取引等）において顧客等の資産及び収入の状況の
確認を行わなければならない「政令で定める額を超え
る財産の移転を伴う場合」の額は、200万円とされま
した。

　従って、平成25年４月１日からは、従来の本人特定
事項（本人確認、本人確認記録の作成、取引記録等の
作成、疑わしい取引の届出の義務）のほかに、取引目
的や職業（法人の場合は事業内容及び実質的な支配者
の本人特定事項）の確認を行わなければならなくなり、
なりすましが疑われる取引等、一定の取引において
200万円を超える財産の移転を伴うときには、資産及
び収入の状況の確認を行わなければならないこととな
りますのでご留意ください。

Ⅱ　「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」についてⅡ　「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」についてⅡ　「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」について

不動産無料相談所のご案内不動産無料相談所のご案内

（社）山 口 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部

県住宅課からのお知らせ

 支　部  所　　在　　地  電　　　話　　　番　　　号
下 関
宇 部
萩

山 口
防 府
周 南
柳 井
岩 国

 下関市武久町１丁目43-4
 宇部市浜町２丁目6-2
 萩市土原沖田490-3
 山口市本町１丁目3-8
 防府市駅南町6-48
 周南市西一の井手5578-1
 柳井市南町３丁目8-4
 岩国市山手町１丁目21-21

TEL 083-254-5350（月～金      9:00～17:00）
TEL 0836-32-8188（　　　　　〃　　　　　）
TEL 0838-25-9828（月･水･金 10:00～15:00）
TEL 083-923-3290（月～金      9:00～17:00）
TEL 0835-24-2188（　　　　　〃　　　　　）
TEL 0834-31-3170（　　　　　〃　　　　　）
TEL 0820-23-2389（月～金    10:00～15:00）
TEL 0827-23-0621（月～金      9:00～17:00）
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  不動産公正取引協議会連合会が、平成23年12月15日に変更認定の承認・申請を行った「不動産の表示に関する公
正競争規約（表示規約）」及び「表示規約施行規則」は、平成24年５月17日に消費者庁と公正取引委員会の認
定・承認を受け、同年５月31日から施行されました。主な改正点は次のとおりです。

主 な 改 正 点

１．過去の販売価格を比較対照価格とした二重価格表示について（表示規約施行規則第13条）
　過去の販売価格を比較対象価格とした二重価格表示ができるのは「建築後２年以内の未入居の建物」に限ら
れていましたが、この度の改正により、次の全ての要件を満たすと、土地と中古住宅（中古マンション）の売
買物件（賃貸物件不可）もできるようになりました。

【二重価格表示の要件】

不動産広告のポイント

表示規約改正される！！（平成24年 5 月31日施行）

①　過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示すること。
※二重価格表示は、販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の比較表示はできません。

②　「過去の販売価格」は、値下げの３ヶ月以上前に公表された価格であって、かつ、値
下げ前３ヶ月以上にわたり実際に販売するために公表していた価格であり、その資料を
有すること。

③　値下げ時期から６ヶ月以内に表示するものであること。
※ただし、６ヶ月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった
場合には、同一性が認められる時点までに限られます。

④　土地（現況有姿分譲地を除く。）又は建物（共有制リゾートクラブ会員権を除く。）
について行う表示であること。



２．写真、CG、完成予想図などの表示について（表示規約第23号第１項第42号）
　モデルルーム又は写真、CG（コンピュータグラフィックス）、見取図、完成図もしくは完成予想図を表示す
るにあたり、物件の規模、形状、構造などについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある
表示のみを不当表示としていましたが、それに加えて事実に相違する表示も不当表示になりました。

３．物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建築計画等の表示について
（表示規約施行規則第４条第２項第１号）

　分譲宅地、新築分譲住宅及び新築分譲マンションのパンフレット等において、日照その他物件の環境条件に
影響を及ぼすおそれのある建築計画等の表示について、自社が行うものに加えて、他社が行うものであっても
知り得たものがある場合は、その旨及びその規模の記載が必要になりました。

４．住宅の居室等の広さの畳数表示について （表示規約施行規則第10条第 1項第16号）
　中古住宅で、１畳当たりの面積が1.62㎡を満たないものは、その旨と 1畳当たりの面積を表示し、1畳として
表示することができましたが、中古住宅でも畳１枚当たりの広さが、1.62㎡以上ないと 1畳と表示することがで
きなくなりました。
　　　※居室が10㎡（壁心）の場合：10㎡÷1.62㎡＝6.17畳（約6畳）となります。

５．賃貸条件として家賃保証会社との契約を要するときの表示について
（表示規約施行規則第４条・別表８及び別表９）

　賃貸マンション及び賃貸アパートの必要な表示事項に、家賃保証会社等と契約することを賃貸条件としてい
るときは、その旨及び契約にかかる金額を追加することになりました。

　上記の他にも変更された規定があります。
　詳しくは、不動産公正取引協議会連合会HP　不動産公取協連合会　検索　で「不動産の表示に関する公正競争
規約｣「同施行規則」をご覧下さい。

7184号

【正しい二重価格表示例】

【不当な二重価格表示例】

　　売地　100㎡　100万円値下げ!　新価格 1,900万円
　 旧価格公表日：平成24年 3月 1日　　価格改定日：平成24年 6月 1日

　　平成19年築　マンション　200万円　プライスダウン! !
　 　　　　　　　　価格　2, 100万円　⇒　1, 900万円
    旧価格公表：平成24年 3月 1日      値下げ：平成24年 6月 1日

　　新築一戸建住宅　価格6,000万円　⇒　5,500万円
　 旧価格公表日：平成24年 3月 1日広告　　新価格設定日：平成年 5月 1日

※不当な理由：過去の販売価格の公表時点から値下げの時期までの期間が、
　　　　　　　２ヶ月しか経過していません。

　　賃料　値下げしました! !　賃料：13万円　⇒　10万円

　 ※不当な理由：賃貸物件は二重価格表示をすることはできません。

○

○

×

×

⬆
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第180回国会(常会) 平成24年1月24日~平成24年9月8日で成立した宅地建物取引関連の主な法律

　大規模な地震が発生した場合における都市再生
緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るた
め、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全
確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する
協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。

　社会経済活動その他の活動に伴って発生する二
酸化炭素の相当部分が都市において発生している
ものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るた
め、国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣に
よる基本方針の策定、市町村による低炭素まちづ
くり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並び
に低炭素建築物の普及の促進のための措置につい
て定める。

　最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立
抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対す
る危険を防止するための措置について規定すると
ともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県
暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務
所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使
用等の差止めを請求するための制度を導入するほ
か、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制
等を強化する

　社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を
推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転
させることを条件として行う税制の抜本的な改革
のー環として、社会保障の安定財源の確保及び財
政の健全化を同時に達成することを目指す観点か
ら消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う
とともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全
体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資
産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引
上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時
精算課税制度の拡充を行うための措置を講ずるほ
か、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸
施策に関する措置について定める。

都市再生特別措
置法の一部を改
正する法律

都市の低炭素化
の促進に関する
法律

暴力団員による
不当な行為の防
止等に関する法
律の一部を改正
する法律

社会保障の安定
財源の確保等を
図る税制の抜本
的な改革を行う
ための消費税法
等の一部を改正
する等の法律

国土交通省

国土交通省

警 察 庁

財 務 省

平成24年 3月30日

平成24年 8月29日

平成24年 7月26日

平成24年 8月10日

平成24年 4月 6日

平成24年 9月 5日

平成24年 8月 1日

平成24年 8月22日

平成24年 7月 1日

公布から 3月以内

公布から3月以内
（一部については
6月以内）

平成26年 4月 1日
  (税率 8 %)

平成27年10月 1日
  (税率10%)

法 律 名 所 管 成 立 日 公 布 日 施 行 日 備 考

　戸建住宅価格査定マニュアル（CD-ROM）をご利用の会員の皆様は、2012年度版建築費㎡単価データ
が、当センターのホームページからダウンロード可能となっております。是非ご利用ください。

平成24年度　戸建住宅査定標準単価データ
木造　　山口県全域　　150, 500円
（延面積100㎡基準　㎡当たり単価）

◇この標準建築費単価は、「木造戸建住宅価格査定マニュアル」を使用して中古住宅の査定価格を算出す
るために必要な建築費の標準単価を示すことを目的として毎年作成しています。
※戸建住宅価格査定マニュアル〔2011年度版〕をご使用の方のための更新データです。〔2012年度版〕を
お持ちの方は、更新の必要はありません。

2012年度 戸建住宅価格査定マニュアル用・標準単価について
（公財）不動産流通近代化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kindaika.jp
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国税徴収官の仕事 税務署に行かずに確定申告! 
年金収入がある方の確定申告

国税査察官の仕事 特別国税調査官（総合調
査担当）の仕事 

税 務 署 か ら の お 知 ら せ

!"#$%&'%()*+,%-./012Web3TAX3TV4567"89:;<=>?@
A7!"#)B1CDE:;01CFGHIJK:LMNOPQRSJL

作成が
終わったら

平成 24 年分の申告から、贈与税も e-Tax が利用
できます。
「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従
って金額等を入力すれば税額等が自動計算され、贈
与税の申告書が作成できます。

11月 11日～17日は「 税を考える週間」です

※  e-Tax で送信するには利用者識別番号が必要となりま
すが、既に取得されている場合には贈与税で改めて取得し
ていただく必要はありません。 
（取得していない場合は、「確定申告書等作成コーナー」
で取得することができます） 

※  平成２４年分の「確定申告書等作成コーナー」は、国税
庁ホームページに平成２５年１月上旬に公開予定です。 

「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」を作成できます！「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」を作成できます！「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」を作成できます！

詳しくは、国税庁ホームページをご覧くださいL
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本保険は、室内での死亡事故【孤独死、
自殺】、火災、風水害等により、賃貸住
宅が損害を受けた結果その建物の所有者に
生じる建物復旧期間中の家賃収入の損失に
対して最大 6 か月分の家賃を保険
金としてお支払いたします。

1棟家賃合計40万円プランの場合、
年間の保険料が
1 棟でわずか￥4,880（年間）

（株）アソシアに関するお問合せ、資料のご請求は業務受託会社の｢コープサービス（株）｣まで
〒７５３－０２１４　山口市大内御堀向原４００３

ＴＥＬ：０８３－９４１－２０３１（担当：加藤）
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

2㈭
21 ㈫

〃
22 ㈬
27 ㈪
29 ㈬
30 ㈬
31 金

3 ㈪
〃
7㈮

8㈯

10㈪
19㈬

20㈭
21㈮
24㈪
　〃

於松江　五郎丸、友弘
於広島　池田

於会館　西村
於仙台　髙見
於広島　五郎丸
於東京　髙見
於東京　五郎丸
於会館　出席者36名

於会館　出席者10名
於東京　西村、神田
於佐賀　五郎丸

於佐賀　五郎丸

於会館　出席者10名
於広島　五郎丸

於山口　出席者４名
於会館　出席者10名
於会館　出席者11名
於会館　出席者30名

平成24年 8月分　行動経過 平成24年 9月分　行動経過
全宅連中国地区会長会
国土交通省「住宅セーフティネ
ット整備推進」説明会
第３回宅建主任者法定講習会
都道府県協会長・本部長会議
全宅連中国・四国連絡会
全宅管理事業運営委員会
全宅連情報提供委員会
不動産無料相談所相談員研修会

第３回社会貢献委員会
宅建試験事務説明会
全宅連西日本地区指定流通機構
協議会
佐賀宅建協会会長黄綬褒章受章
祝賀会
第３回人材育成委員会
不動産コンシェルジュ設立準備
説明会
山口県公益法人制度改革説明会
第４回総務委員会
第４回常務理事会
第５回理事会

免許更新手続きは有効期間満了日の90日前から30日前までの間に 宅建業者名簿登録事項の変更届出は30日以内に
　宅建業者名簿の次の登載事項に変更が生じた場合、30
日以内に免許権者（国土交通大臣・県知事）に届け出な
ければならない。 （宅建業法第9条）
①商号・名称
②法人の場合̶その役員・政令使用人の氏名
③個人の場合̶その者・政令使用人の氏名
④事務所の名称・所在地
⑤事務所毎におかれている専任の取引主任者の氏名

90日前

30日前
有効期間満了日

この期間内に更新手続き

免許更新手続きを忘れて免許が失効すると………
①新規免許申請手続きとなり免許番号が⑴に戻る。
②新規入会者同様の保証協会への入会手続が必要。
今一度、免許の有効期間満了日をご確認下さい。

（1）3403
（1）3401
（1）3404

萩
下関
周南

㈱北浦建設
㈲岡住宅設備
チューケン㈱

廣畑　光秋
岡　　辰則
中野　勝也

1
2
3

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

入　　　　会

（6）2072
（9）1573

萩
下関

上田不動産
㈲台東商事

上田　敬子
山田　實子

1
2

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

退　　　　会

（9）1626
（2）3076

山口
萩

㈲部坂住建
㈱内田興業

部坂　國則
内田　正之

1
2

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

　本年の受験申込みの受付状況は、対前年減少が
10県で、あとは全て増加、全体で4,751人の微増
でした。試験は10月21日（日）に全国207会場で一
斉に実施され、山口県においても、高川学園中学
校・高等学校、誠英高等学校、山口県セミナー
パーク一般研修棟の３会場にて適正に実施、無事
終了いたしました。なお、合格発表は12月５日
（水）です。

平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験受付・受験状況平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験受付・受験状況平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験受付・受験状況

受験状況
申込者

全　国
山口県

受験者 欠席者 受験率
 236,347人 191,175人 45,175人 80.9％
 1,521人 1,238人 283人 81.4％

受験申込受付状況
郵送受付（％）

全　国
山口県

インターネット受付（％） 合計 対前年増（▲）減
 185,294人（78.4） 51,053人（21.6） 236,347人 4,751人
 1,186人（78.0） 335人（22.0） 1,521人 15人

他界会員



（下関支部）清水　謙治

41 下関支部

すっかり秋めいて来て、温泉が恋しい季節になってきまし
た。旅をしても気候が良くて、露天風呂が楽しめる頃は、秋
から冬に近づくこの頃ではないでしょうか。日本には四季が
あり、どの季節も大切ですが、この自然はいつまでも守って
いってほしいと、心から思います。私は日本に生まれてきて
良かったと、いつも感謝しています。日本も過去において大
変な時期がありましたが、現在は世界情勢をニュースや新聞
で聴きますと、日本人ほど幸せな国民は少ないと思います。
肌の色が違う、宗教が違う、考え方が違うと言って殺し合う
事はありません。人に自分の意見を押し付けるような事をし
ません。いろいろな考え方、いろいろな思い・思想があっても、
寛容な心で対応します。それを忘れた時に、いじめ問題や御

近所とのいざこざの問題が起こり、すぐに暴力に訴えるどこ
かの国民のようになってしまうのではないかと思います。領
土問題においては、問題は存在しないと言っているだけでは、
何も解決しません。騒動があると言う事は相手方には問題が
あるわけで、突っぱねるだけでは、ロシアが北方領土の問題
は存在しないと言っている様なもので、少なくても話し合い
のテーブルには着くべきだと、私は考えます。お互いが、自
分が正しいと言っているばかりでは、幼い子供の喧嘩と同じ
ですよね。話し合う、それが大人の対応ではないでしょうか。
軍事力は抑止力であって、国民を守る為のものだと信じてい
ます。

　今、下関市で一番の観光スポットと言え
ば、この海響館と唐戸市場である事は、間
違いありません。シーズン中の日曜・祭日
となると、下関インター出口から唐戸まで
の道路が渋滞するぐらい、とても賑わって
います。平成13年4月、下関の唐戸地区
に賑わい空間「あるかぽーと」に新しい水
族館「海響館」が誕生しました。海峡ウォ
ーターフロント開発の中核的な観光・レク
リエーション施設として、さらに関門海峡
を挟んだ門司港レトロ地区等との連携によ
る相乗効果により、下関活性化の起爆剤として、大きく期待されて作られました。
　そして、オープン後初めてのリニューアルに向けて、平成17年９月から全国の水族館関係者、学
識経験者、下関市関係者による専門委員会を設置し基本計画を審議しました。水族館、動物園で人
気が高く集客効果が見込め、専門家の見地からも新しい展示の可能性があり、かつ展示生物の飼育
環境に対し適切な規模の施設が確保できるなどを総合的に審議し、ペンギンを中心とした展示とす
ることに決定し、平成22年3月1日にリニューアルオープンしました。
　下関市立しものせき水族館「海響館」は、下関の成り立ちが海と深くかかわってきたことから、
「海のいのち・海といのち」をメインコンセプトにしています。水の生き物たちの生態を通じ、自
然と人間との係り合いや生命のすばらしさ、自然保護の大切さについて理解を深めていただこうと

するものです。自然科学、海洋文化を体験しなが
ら学習する21世紀の水族館として、地域間、多
世代の交流の拠点となる施設です。

運営／公益財団法人 下関海洋科学アカデミー　TEL 083-228-1100　FAX 083-228-1139

発行所（社）山口県宅地建物取引業協会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部

発行人　会長　五郎丸孝士　 　 編集人　情報提供委員長　松 村 　 誠

〒754－0021 山口県山口市小郡黄金町5－16 山口県不動産会館
TEL（083）973－7111／FAX（083）973－7522
E-mail:info＠ymg-takken.or.jp

QRコードを読み込ん
で頂きましたら、山口
県宅建協会の携帯サイ
トを閲覧することが出
来ます。

下関市立しものせき水族館　海　響　館（かいきょうかん）

下関市立しものせき水族館「海響館」
開館時間　　9：30～17：30（最終入館17：00）
定 休 日　　無　休
入 館 料　　大　　　人　　2,000円　
　　　　　　小・中学生　　 900円
　　　　　　幼　　　児　　 400円


