
2013. 1. 1

第185号第185号第185号

笠 山 椿 群 生 林
萩支部　郷　田　正　則

山口県の四季

冬

萩市の北方に位置する笠山は、標高112メートル、
対馬暖流に洗われる日本海に突出した安山岩類から
なる小火山です。わが国唯一の「コウライタチバ
ナ」の自生地であり、暖地生植物と寒地生植物が共
存するなど、学術上貴重な植物が多い地です。そし
て、虎ヶ崎の椿群生林では10haの広さに約25,000
本のヤブ椿が可憐な花を咲かせ、色鮮やかに咲き乱
れ、見る者を魅了します。例年12月下旬から花が
咲きはじめ、2月から3月に見頃を迎えます。２月
16日から萩・椿まつりが開催されます。
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倫 理 綱 領
我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会
的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その
実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うもの
である。

1．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者とし
ての誇りと責任をもって社会に貢献する。

2．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえる
よう常に人格と専門的知識の向上に努める。

3．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に
努める。

4．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業
務の遂行に努める。

5．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼
に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織
の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
社 団 法 人　山口県宅地建物取引業協会
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会員の皆様、あけましておめでとうございます。
本年度は、山口県より移行認可を受け、社団法

人 山口県宅地建物取引業協会から、一般社団法
人 山口県宅地建物取引業協会としてスタートする
年となります。
各支部においては、公証役場で定款の認証の後、
一般社団法人○○支部として新設し、旧団体から
の事業の無償譲渡や、財産の寄付、旧団体の解散
に伴う精算人の選定等を平成25年 3 月までに終え、
4 月 1 日より新たな団体として出発することにな
ります。
この一般社団法人は、公益事業・共益事業・収
益事業と何をしてもいいのですが、非営利型法人
であることから剰余金の分配禁止等、税法上の規
制はいくつかあります。行政庁による監督はなく
多くの部分を定款に委ねる「定款自治」となりま
す。これが各支部における一般社団法人の概要で
あります。
山口県協会は、現在「民法特例法人」という立
場におかれ、一般社団法人に「移行」する場合、
行政庁（山口県）より移行認可を受けなければな
りません。
定款ならびに施行規則のチェックを受けますが、
なによりも平成24年度末における、貸借対照表の
純資産（正味財産）を今後数十年間に渡って公益
目的に支出をしていかなければならず、「公益目
的支出計画書」を提出し、毎年履行しているか
チェックを受けることになります。
又、法人認可後の事業を実施するに当り「他の
団体又は個人に特別な利益の供与を行わないこ
と」を行政庁に誓約しなければならず、違反した
場合には、整備法131条 1 項の規定により認可を
取り消される場合もあります。
このことは今までの様に本部より支部へ運営補
助金といった様な曖昧な費用の出し方は認められ
ず各支部とも「業務委託契約書」を作成してその
対価として支払うことになると思われます。
そのような新たな環境の中、独立をした法人格
をもつ県協会と支部協会を有機的に繋ぎ各事業を
遂行し、業協会の発展に繋げていかなければなり
ません。
平成25年度は、昨年の会長就任あいさつの中で
発表致しました協会の運営方針を予算の裏付けを
もって実行する年となります。

【「信頼産業としての不動産業」―三つの信頼―】
第一として 協会対会員の信頼構築
協会は会員からの会費で運営している以上、
会員からの信頼構築に努めなければなりません。
第二として 協会対社会の信頼構築
協会（業界）全体が地域社会から信頼を得る
ことで、会員の業務環境の醸成に繋げます。
第三として 会員対会員の信頼構築
不動産業は競争と協調の中で成り立っています。

元付と客付の不動産業者間で情報交換や共同仲
介をする場合、会員同士の信頼関係がないと成立
致しません。
以上、大きく三つの信頼構築に向けての事業を
ダイナミックに実施していく所存であります。
次に、政府は人口の減少、少子高齢化の進行、
環境負荷の低減等から住宅政策をフローからス
トックへ、つまり「住宅を造っては壊す」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」という考え方に政策を転換してま
いりました。
このような中、平成22年の「新成長戦略」の中
で「中古住宅の流通市場・リフォーム市場の環境
整備」に向けたトータルプランの策定がされ、全
宅連においても有識者を入れた会議が重ねられま
した。
昨年 7月、政府において「持続可能な活力ある
国土・地域の形成」の中で、2020年までに中古流
通市場 8兆円、リフォーム市場12兆円、計20兆円
の市場を実現する目標が掲げられました。そのた
めに、業界へ多くの注文が付けられています。
それを受け業協会としては、各支部長をはじめ
とする理事の皆様方に問題提議をし、意見を頂く
ようにしております。
政府の住宅政策の転換に伴い、我々のビジネス
も不動産流通の周辺事業者と補完し合いながら消
費者に安心安全な物件の提供をしていかなければ
ならない時代に入ると思われます。
以上、今年は業協会の組織改革から不動産業者
会員の業務まで大きく転換していく年となります。
今まで以上の会員各位の方々のご協力とご理解
を頂きますようお願い申し上げまして、新年のご
挨拶と致します。

　　　会長　　　　会長　五郎丸　孝　士五郎丸　孝　士　　　会長　五郎丸　孝　士　　　会長　五郎丸　孝　士

新春を迎えて新春を迎えて
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平成25年新年知事あいさつ平成25年新年知事あいさつ

新年を迎えて
　明けましておめでとうございます。
　新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げますとと
もに、県民の皆様にとりまして、今年がより良い年とな
りますことを心からお祈りいたします。
　昨年は、多くの県民の皆様の温かいご支援をいただき、
県政を担わせていただくこととなりました。今年はいよ
いよ、私の目指す「輝く、夢あふれる山口県」の実現に
向けて本格始動する年です。県民力を結集し、皆様とと
もに、明日に希望の持てる明るい年にしていきたいと決
意を新たにしています。
　折しも、昨年末には、本県出身の安倍晋三衆議院議員
が、第96代内閣総理大臣に就任されました。安倍総理の
卓越した政治手腕と行動力、また誠実な人柄と国政にか
ける情熱は万人が認めるところです。
　総理におかれては、我が国が置かれている厳しい状況
を打開し、政権公約に掲げられたとおり、日本を取り戻
し、再生するため、その力を遺憾なく発揮されんことを
心から願っています。

【県政運営の方針「 5つの全力」】
　そして、こうした国の動きとも呼応しながら、県とし
ての取組を果敢に進めていかなければならないと考えて
おり、既にお示ししています「 5 つの全力」の実現に向
け、私自ら先頭に立って、まさに全力で取り組んでいく
考えです。
①　産業力・観光力の増強
その中の最優先課題が「産業力・観光力の増強」です。
強い産業力なくして、明日の地域の活力は生まれま
せん。本年 4月には「産業戦略本部」を設置し、瀬戸内
沿岸部の産業集積を生かした産業の再生強化、観光力
の向上、農林水産業の再生など、第一次産業から第三
次産業までの総合的な取組を強力に進めてまいります。
特に産業力・観光力を支える基盤整備が重要であり
ますことから、国際バルク戦略港湾をはじめとする港
湾の整備や、地域高規格道路、物流拠点である港湾等
へのアクセス向上に資する道路の整備を進めます。
また、昨年12月には「岩国錦帯橋空港」が開港し、現在、

「岩国錦帯橋空港開港!やまぐち往還観光キャンペーン」
と銘打ち、多彩なイベントを展開し、首都圏からの観
光客の誘客に努めているところですが、今後、山口宇
部空港の活用やJRとの連携も図りながら、交流人口の
拡大や優良企業の誘致を強力に進めてまいります。
②　人財力の育成
「人財力の育成」も重要な課題です。
私は、未来、そして地域を創るのは「人の力」であ
り、日本を、そして世界を支えていくような「人財」
を、ここ山口県の地域の力で育てていきたいと考えて
います。
このため、子ども・子育て支援施策の充実や「知・
徳・体」の調和のとれた教育、農林漁業の担い手や産
業人財の確保・育成、セミナーパークの平成の松下村
塾としての機能強化など、「人財」を育む環境づくり
を積極的に進めます。
また、本年 7 月31日から 8 月 8 日まで、平成27年の

「世界スカウトジャンボリー」のプレ大会として日本
ジャンボリーが開催されます。この大会は、次代を担
う青少年の育成に資するとともに、本県の魅力を全国
に発信する絶好の機会でもあり、成功に向けて、県民
力を結集し、支援していきたいと考えています。
③　安心・安全力の確保
　多発する自然災害への対応や医療、福祉、雇用など、
くらしの「安心・安全力の確保」には多くの課題があ
ります。これらは、いずれも生活に密着するものであ
りますことから、市町に主体的に対応していただける
よう、しっかりと連携を図りながら、県としての役割
を果たしてまいります。　　　
　まず、防災対策については、本県では高潮や洪水へ
の対策が急がれますことから、三田尻中関港等での海
岸防災事業や厚狭川等での周防高潮事業などを推進し
ます。
　また、地域医療を担う医師確保対策については、国
に抜本的な対策を求めながら、県としても、医師不足
の状況分析やキャリア形成等を支援するため、昨年7
月に設置した「地域医療支援センター」の機能強化等
を進めてまいります。
　さらに、豊かな自然環境の保全に向け、今年度末を
目途に策定を進めている推進指針に基づき、再生可能
エネルギーの導入促進等にも努めてまいります。
　特に、依然として厳しい雇用情勢が続く中で、雇用
の確保は最重要課題であり、既に離職者の早期再就職
支援や、経営安定に必要な融資枠の拡大などの対策を
講じていますが、地域の産業政策と一体となった雇用
創出を図るなど、今後とも最大限の対応を行ってまい
ります。
④　県民くらし満足度向上
私は、時代が大きく変化する中で、「県民の皆様の
暮らしの満足度」を高めていくためには、住民にもっ
とも身近な市町が前面に立って、自らの創意工夫で住
民福祉や地域づくりを進めることのできる、真の分権
型社会を実現することが不可欠であると考えています。
そうした分権型社会の、いわば全国のモデルともな
るような取組を、ここ山口県において、市町とともに
進めてまいります。
⑤　山口県民力に相応しい行政システムづくり
最後に、こうした県づくりを進めるための基盤づく
りとして、県財政の効率化はもちろん、県の組織も、
より少ない職員数で、より高いレベルの行政を行える
「筋肉質な体制」として整備します。

【新年に当たっての決意】
本年の干支は「癸巳（みずのと・み）」、癸は原理原
則を立て、企画や計画を順序に沿って一致協力して進め
ていくこと、そして、巳には新たに出発するという意味
があるとされています。
私にとりまして、本年は、県政をいよいよ本格的に推
進する年となります。
私は、市町や県民の皆様とともに、「 5 つの全力」に
真正面から取り組むことにより、県民の皆様が「ここに
生まれ、育ち、働き、住んで本当に良かった」と実感し
ていただける山口県を実現していく決意ですので、皆様
方の一層の御理解と御協力をお願いします。

　　山口県知事　　　山口県知事　山　本　繁太郎繁太郎　　山口県知事　山　本　繁太郎　　山口県知事　山　本　繁太郎
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　皆様に新春のお慶びを申し上げます。
　昨年は、日本にとって、また、山口県にとっても大
きな転機となる 1年でした。
　日本にとっての転機、それは、年末の総選挙です。
突然の衆議院解散と慌ただしい年末の総選挙となりま
したが、自由民主党は国民の皆様の大きなご支持をい
ただき、安倍晋三総理が誕生、そして、公明党とも連
携して、新政権がスタートしました。国政の体制は一
新しました。
　また、山口県にとっての転機、それは夏の県知事選
挙で、山本繁太郎新知事が誕生し、新たな県づくりが
スタートしたことです。
　「政権交代」を声高に掲げ、できもしない公約と無
責任な発言に終始した民主党政権の下で、経済、外交、
防衛など、わが国は混迷と衰退の一途を辿ったと言っ
ても過言ではありません。鳩山由紀夫元総理の下では、
「最低でも県外」という発言で、普天間基地の移設問
題を混乱させ、わが国にとって外交・防衛の基軸であ
る日米の信頼関係を破壊しました。また、菅直人元総
理の下では、尖閣諸島を巡る中国漁船の領海侵犯事件
に何一つ有効な手立てを取れず、国の主権を危うくす
るとともに、一昨年 3月11日の東日本大震災と、その
後の福島第一原子力発電所の事故では、混乱だけを招
きました。僅かに、野田佳彦前総理の下で、社会保障
と税の一体改革の議論の深化などが取り組まれました
が、時既に遅しの感があります。さらには、国の基盤
であるエネルギーについても、鳩山元総理の下で、十
分な議論も、コンセンサスもないまま、一方的に二酸
化炭素排出量の25％削減を国際公約とし、この実現の
ために電力に占める原子力の割合を30％から50％に引
き上げるとしながら、それを忘れたように民主党自体
が反原発の急先鋒となるという無責任さです。
　人口の減少社会に突入し、急速に進む高齢化や生産
年齢人口の減少などを背景とした社会全体の活力の喪
失に直面する日本は、1990年代以降、失われた20年と
も、30年ともいわれる低迷の中にありますが、この 3
年あまりの間、政治の混乱に起因する国の混迷は、日
本という国の衰退のスピードをより大きくしたと思う
だけに、このような混乱を二度と繰り返してはなりま

せん。
　それだけに、「日本を取り戻す。」をスローガンに、
遅々として進まない東日本大震災の復旧・復興と「命
を守り抜く」防災対策の徹底、経済、教育、外交の立
て直し、そして、くらしの不安の払拭などを掲げる安
倍新総理の手腕に、私は大きな期待をしています。特
に、就任早々から、経済再生のために取り組まれよう
としていることは心強い限りであり、この取り組みを
支えることが大切と考えています。
　山口県は、昨年 8 月、4 期16年の任期を経て二井関
成前知事が退任され、県民力を結集して山口再起動を
目指す山本新知事の下で、新しい県づくりがはじまっ
ています。山本県政においては、産業力・観光力の増
強や、県民生活の分野での安心・安全力の確保など
「 5つの全力」を実現し、この山口に、生まれ、育ち、
働き、住んで、心の底から「良かった!」と思える県
づくりを目標としています。特に、急がれる産業の再
生強化は、安倍総理の下での国づくりの方向性と一致
するだけに、この山口県から、日本のモデルを創って
いくことが重要ですし、私ども県議会としてもこの取
り組みを進めなければなりません。
　また、県民生活の分野では、防災・減災対策などと
合わせて、日々のくらしを支える住環境の充実は大き
な課題です。山口県が進めている住宅の耐震化の促進
や「住宅マスタープラン」に基づく良質な住宅ストッ
クの形成、また、山口県宅地建物取引業協会とも協定
を締結した災害時における住宅の確保など、各種住宅
施策を進める上で、本協会と会員各位の役割は益々重
要になると考えます。皆様のさらなるご尽力を心から
お願い申し上げます。
　今年は巳年。巳には、「止む」の意味があり、草木
の生長が極限に達して次の生命が作られはじめる時期
との意味があります。巳年は挑戦の年に相応しい干支
です。国政、県政が一新し、新たな取り組みがはじま
る今年は、新たな挑戦の年です。混迷から抜けだし、
新たな飛躍の年となることを願い、今年一年が皆様に
とりまして、さらなるご健勝とご発展となる年となり
ますようお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

畑　原　基　成畑　原　基　成
山口県宅建県議団 団長
山口県議会 議会運営委員長
山口県議会議員

山口県宅建県議団 団長
山口県議会 議会運営委員長
山口県議会議員

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
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第 1回 山口県不動産研修会を開催

平成24年度「第 1回山口県不動産研修会」
が平成24年10月29日㈪、山口県セミナーパー
クで開催されました。当日は天候にも恵まれ、
190名の出席をいただき、午後 1 時30分より
五郎丸会長の挨拶で始まりました。
第 1講「ストック型社会の到来に向けて」
～住宅メーカーとしての取組～では、講師の
優良ストック住宅推進協議会広報・ホーム
ページ委員長　長谷川浩司様（ミサワホーム
株式会社ストック事業企画部不動産流通課
長）より、国の住宅政策であるフロー型から
ストック型への移行に関する住宅メーカーの
対応についての御説明がありました。住宅
メーカー10社で「優良ストック住宅推進協議
会」を立ち上げ、建物の価値をややもすれば
軽視する現在の中古住宅の評価・査定を見直
し、新基準に基づく良質なストック住宅の流

通を促進してゆくということで建物のメンテナンスの履歴や維持管理工事などの住宅メーカー・関連会社での受注
を進め、中古住宅の売却にも新たな査定基準を設けて住宅メーカーを通して売却を行うなど、今までの新築中心の
活動から既存住宅、既存顧客の囲い込みを強化し、中古住宅市場に本格参入する動きを強く感じました。
第 2講の「一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会について」では、事業運営委員の高見嘉久講師より、まだま
だ加入業者の少ない「全国賃貸不動産管理業協会」への積極的加入についての御説明がありました。
第 3講の「事例から学ぶ重要事項説明書作成の留意点」では、講師の深沢綜合法律事務所の弁護士　柴田龍太郎
様から重要事項説明の作成・説明にあたって、
トラブルを招かない為の留意点として、トラ
ブル事例の多くの原因が、不動産業者の思い
込みや説明不足による行き違いであること、
又、物件の現況確認を終えた後に貸主、売主
にも設備や建物の状態について必ず確認をと
ることなど、賃貸・売買にかかわらず重要事
項説明書は単なる書面の交付ではなく、設備
の状況や契約条件など契約に関する事柄を、
取引の相手方に十分理解・納得してもらうこ
との大切さを改めて感じることが出来ました。
研修はほぼ予定どおりに終了致しました。
参加された会員始め従業者の皆様、大変あり
がとうございました。次回の研修会もより一
層多くの皆様に御参加頂くようお願い申し上
げます。

人材育成委員長
　西村　俊爾

優良ストック住宅推進協議会
広報・ホームページ委員長
　　　　　長谷川　浩司　氏

深沢綜合法律事務所
弁護士　柴田 龍太郎 氏

平成24年度 第１回山口県不動産研修会
平成24年10月29日㈪　13：30～16：40

山口県セミナーパーク｢講堂｣
研 修 次 第

司会　人材育成委員　土岐山　雪絵

主催者挨拶    会長・本部長　五郎丸　孝士

研　　　修

　　第１講　13：35～14：50
　　　演題　『ストック型社会の到来に向けて』
　　　　　　　～住宅メーカーとしての取組～
　　　講師　　優良ストック住宅推進協議会
　　　　　　　　広報・ホームページ委員長
　　　　　　　　長谷川　浩司　氏
　　　　　　　　(ミサワホーム株式会社ストック事業企画部不動産流通課長)

　　第２講  14：50～15：00
　　　演題　『一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会について』
　　　講師　　事業運営委員　髙見　嘉久　氏

　　第３講  15：10～16：40
　　　演題　『事例から学ぶ重要事項説明書作成の留意点』
　　　講師　　深沢綜合法律事務所　弁護士　柴田 龍太郎 氏

　（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
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　都市の低炭素化の促進に関する法律（以下「エコま
ち法」という。）が施行されることに伴い、宅建業法
施行令の一部が改正され、エコまち法と同様に平成24
年12月 4日から施行されました。
　この改正により、宅地建物取引業者が契約の成立前ま
でに購入者等に対して行わなければならない重要事項
説明に、樹木等管理協定に係る承継効が追加されました。
　エコまち法に基づき、市町村は都市の低炭素化を促
進させるため、「低炭素まちづくり計画」を策定する
ことができます。
　当該計画に基づき、市町村又は緑地管理機構（都道
府県知事が指定する、緑地の保全や緑化の推進を行う
ＮＰＯ法人や一般財団法人等）は、当該計画区域内の
一定の基準を満たす樹木等について、所有者による管

理が困難である場合に、当該樹木等を保全するため所
有者と「樹木等管理協定」を締結し、所有者に代わっ
て保全・管理を行うことができます。
　この協定には、協定締結後になされる公告のあった
後において、新たに協定対象樹木の所有者となった者
に対してもその効力を及ぼす、いわゆる「承継効」が
付与されます。
　例えば、当該協定を知らないまま、新たな所有者が
協定の対象となっている樹木等を伐採した場合、協定
に基づく違約金等の支払が必要になる場合があり、思
わぬ損害を被るおそれがあります。
　このため、当該承継効の規定について、新たに宅建
業法施行令第３条第１項の中に追加されることとなっ
たものです。

樹木等管理協定に係る承継効が重要事項説明に樹木等管理協定に係る承継効が重要事項説明に樹木等管理協定に係る承継効が重要事項説明に

新規免許業者研修会の開催

 会費改定のお知らせ

　平成24年11月 1 日㈭、山口県不動産会館において毎年、この時期に行われる
新規免許業者の為の研修会が開催されました。当日は人材育成委員長の総合司
会のもとに、池田総務委員長、松村情報提供委員長、塩田社会貢献委員長を講師として、平成23年10月より平成24
年10月までの新規免許業者及び前回の未受講者の合計28業者を対象に開催されました。当日は23名の出席者が 3時
間にわたり熱心に受講され、全員受講済証を受領されました。この研修会は必須となっております。今回諸般の事
由で受講出来なかった会員の方は、次回は必ず受講されますようお願い致します。

人材育成委員長
　西村　俊爾

平成24年度 新規免許業者研修会
平成24年11月１日㈭　13：40～15：40
山口県不動産会館　３Ｆ研修ホール

プ ロ グ ラ ム
司会　人材育成委員長　西村　俊爾

研　　　修

公益法人制度改革による特例民法法人から一般社
団法人への移行手続については、現在、平成25年 4
月 1日付登記（設立）を目標とし準備を進めており
ます。そのために業環境の整備・改善に関する事業
（中古住宅流通活性化事業、価格査定事業、地域社
会貢献・交流事業等）を推進し、当該支出計画の確

実な執行（正味財産約 2億円償却15～20年予定）を
長期的、安定的に推進するため、第 5回理事会にお
いて、平成25年度より次のとおり会費の改訂が決定
されました。会員皆様のご理解とご協力よろしくお
願い申し上げます。
　　変更前　　　　　　変更後
　33,000円/年　→ 　60,000円/年
（但し、平成25年度から平成27年度までは48,000円/年です。）

人材育成委員長
西　村　俊　爾

総務委員長
池　田　周　太

情報提供委員長
松　村　　　誠

社会貢献委員長
塩　田　博　志

県住宅課からの
お知らせ



申告と納税は期限内に！

確定申告書等作成コーナーで作成したデータは、e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して提出できます。

おうちで作成
ネットで申告 詳しい情報はe-Taxホームページへ イータックス 検索で

　画面の案内に従って金額を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費
税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。

☟☟

所得税・贈与税の申告・納税は
3月15日（金）まで
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は
4月1日（月）まで

電子証明書 ICカードリーダライタ

と があれば

公示図書（公図）閲覧場所
山口県 所管課等 電話番号

山口県土木建築部 砂防課 管理班 083-933-3750
各県土木（建築）事務所 下関、宇部、萩、長門、防府、周南、柳井、岩国 省略

市・町 所管課等 電話番号
下関市 防災安全課 083-231-9333
宇部市 土木港湾課 0836-34-8407
山陽小野田市 土木課 0836-82-1169
美祢市 建設課 0837-52-5220
萩市 土木課 0838-25-3858
長門市 都市建設課 0837-23-1148
山口市 道路河川建設課 083-934-2953
防府市 河川港湾課 0835-25-2180
周南市 河川港湾課（新南陽支所） 0834-61-4419
下松市 土木課 0833-44-3613
光市 道路河川課 0833-72-1400（代表）
柳井市 土木建築課 0820-22-2111（代表）
岩国市 河川課 0827-29-5134
周防大島町 建設課（久賀庁舎） 0820-79-1005
和木町 企画総務課 0827-52-2135（代表）
上関町 産業振興課土木係 0820-62-0315
田布施町 建設課 0820-52-5807
平生町 建設課 0820-56-7111（代表）
阿武町 施設課 08388-2-3112

※県砂防課HP

参考　重要事項説明書（抜粋）
　7　当該宅地が土砂災害警戒区域内か否か

※説明には全宅連HPの「重要事項説明資料」をご活用ください。
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　県によりますと、平成24年10月16日付け県下全域で「土砂災害警戒区域」の指定が一通り終わりました。指定
箇所数は、「土砂災害警戒区域」が24,619箇所、「土砂災害特別警戒区域」が6,459箇所です。「土砂災害特別警戒
区域」は 4 市（宇部市、山口市、下松市、周南市）で指定が完了しており、他の市・町においても引き続き順次
指定が進めていかれる模様です。なお、「土砂災害警戒区域」の指定は、今後、必要に応じ適宜追加等の見直し
がされます。
　重要事項説明の取引物件の調査に際しましては、県砂防課ＨＰの公示図書（公図）及び次ぎの県・市・町に備
え付けの公示図書（公図）の閲覧等により調査・確認をお願いします。なお、県砂防課ＨＰへの追加指定等の掲
載は指定日から約 1 ヶ月弱後になりますのでご注意ください。詳しくは山口県土木建築部砂防課管理班までお問
い合わせ願います。 

「土砂災害警戒区域等」の指定状況について

税務署からのお知らせ

⬇⬇



9185号

山口朝田ヒルズ周辺案内図
交通アクセス

●ＪＲ山口線仁保津駅（徒歩約8分)

●防長バス朝田ヒルズバス停（徒歩約1分）

●山口市役所大歳出張所（車で約5分）

●大歳小学校（徒歩約40分）

●鴻南中学校（自転車約15分）

●中国自動車道小郡ＩＣ（車で約2分）

○県との協定に基づく媒介手数料は公有財産売買価額の3%です。
　この場合、媒介業者は購入者に対し、媒介手数料の請求はできません。
○宅地について、詳しくは県住宅課ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】山口県 土木建築部 住宅課 住宅企画班（担当：梶山）
　　　　　　　　　　　TEL 083-933-3874　   FAX 083-933-3899

・環境共生モデル団地（電柱のない美しい街並）
・ゆったりとした宅地に華と緑のあふれる街
・山口宇部道路流通センターICすぐそば

山口朝田ヒルズ

県との媒介協定に基づく物件のご案内

〔山口市〕

【団地概要】
募集区画 20区画

募集方法 先着順

宅地面積 平均340㎡（102坪）

宅地価格 平均約800万円（8万円/坪）

地区計画・建築協定　有

番号 面積（㎡） 価格（千円） 番号 面積（㎡） 価格（千円）

37 309.92 8,060 63 354.92 8,410

38 320.33 8,750 64 325.71 8,050

47 307.50 7,500 65 350.76 7,750

51 339.97 8,190 66 354.67 7,730

52 343.65 9,180 67 353.90 7,820

54 335.75 8,390 69 450.90 8,210

57 335.70 9,270 70 370.78 7,970

60 321.41 9,000 72 305.58 6,750

61 344.61 8,860 73 297.94 6,790

62 282.20 7,340 76 375.02 9,530
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（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）

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）
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

2㈫
9㈫
11 ㈭
14 ㈰
15 ㈪

16 ㈫
〃

18 ㈭

19 ㈮
21 ㈰

29㈪

1 ㈭
5 ㈪
14㈬
16㈮
19㈪
20㈫

26㈪
27㈫
29㈭

〃

於会館　出席者12名
於会館　郷田
於名古屋　五郎丸
於大阪　髙見
於防府　西村、友弘

於会館　出席者74名
於防府　髙見、神田、
　　　　山近
於山口　五郎丸、髙見、
　　　　池田、友弘
於山口　髙見
於防府、山口

出席者84名

於山口　出席者190名
　
　
於会館　出席者23名
於会館　出席者10名
於東京　五郎丸
於会館　出席者12名
於会館　出席者8名
於東京　髙見

於会館　出席者9名
於会館　出席者12名
於広島　五郎丸

於広島　五郎丸、髙見

平成24年10月分　行動経過
平成24年11月分　行動経過第 3回情報提供委員会

第 4回宅建主任者法定講習会
愛知県宅建協会45周年記念式典
山口県ＵＪＩターンセミナー
高川学園高校宅建試験会場打合
せ
宅建試験監督員説明会
誠英高校宅建試験会場打合せ

公益法人制度改革県学事文書課
折衝
法テラス山口地方協議会
宅建試験

第 1回不動産研修会

新規免許業者研修会
第 4回社会貢献委員会
全宅連情報提供委員会
第 5回総務委員会
中間監査
全宅連、全宅保証、全宅管理理
事会
第 4回人材育成委員会
第 4回情報提供委員会
不動産コンシェルジュ中国地区
協議会
㈳西日本不動産流通機構臨時総会

（6）2291
（8）1858

岩国
宇部

広田建設㈱
㈱ダック

広田　　茂
河野　光伸

1
2

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

退　　　　会

（5）2405下関 ㈱高松建設 高松　宗久1
支部No 免許番号 商　号 代 表 者

他界会員

本紙への掲載広告を下記により募集いたしております。貴社の事業推進にご活用ください。

○発行部数　　1,200部
○発行回数　　年4回（7月、10月、1月、3月）
○掲 載 料　　Ａ4版1/2頁 金2万円（税別）、1/4頁　金1万円（税別）

（上記掲載料は1回あたりです。年間（7月、10月、1月、3月）契約の場合は20％割引となります。）

【広告に関する問い合わせ】本会事務局　電話（083）973－7111

広告募集中！！

宅建ブログ「教学相長」
……教学相長

～人に教え、人に学ぶ～

（きょうがくあいちょうず　より転載）

五郎丸 孝士

教 学

相 長

　教学相長（きょうがくあいちょうず）、これは※礼記
（らいき）から引用したもので、『学ビテ然ル後ニ足ラザ
ルヲ知リ　教エテ然ル後ニ困（くる）シムヲ知ル故ニ曰ク
教学相長ズルナリト』（人に教えること、人から学ぶこと
は互いに作用し合う）という意味である。
　礼記によると、礼には“神と人”（この場合の神は自然
であり宇宙を指す）、“人と人”との二種類があると言う。
　“礼”という字の元は“禮”で、贈り物や敬意を表すた
めの贈り物を意味する。また“豊”（れい）は甘酒の意味
で、甘酒を神に捧げて幸福の到来を祈る儀式の意味を表す
そうだ。
　礼記では『礼とは履（り）なり』と言っていて、“履”
とは実行すること、履修の“履”である。心の中でありが
とうと思うだけでは駄目で、実行することが“履”だそう
だ。
　また、孔子も『礼を復（ふ）む』という言葉を使って、
礼記と同じ様に、ありがたいと思ったら礼の行動をするこ
とが大事だと言っている。
　孔子も礼記を読んだであろうことからして同じ様なこと
を言っているが、これは孔子の言う『述べて作らず』（昔
から伝わっている自然の理（ことわり）を述べているだけ
で、私だけの意見ではない）の表れか…
※礼記とは古代中国の経書で、周礼・儀礼と共に三礼と呼ばれる。



岩国支部　田中　康博

42 岩国支部

　平成25年　謹賀新年
　あけましておめでとうございます。本年が会員皆様
方にとりまして、幸多き年となりますよう心よりお祈り
申し上げます。
　昨年、新型ＯＳ搭載のパソコンが発売されました。
パソコンなどの普及をはじめ、ＩＴ（情報技術）の発展
は留まるところを知りません。国家機関はもちろんの
こと家電や自動車等、今や日常生活のいたるところに
おいて、人類はこの文明の利器による恩恵に浴してい

ます。もしあなたが異国の地で道に迷ったら、スマホ
に向かって喋ればいいのです。すぐさま英語やフラン
ス語に通訳してくれます。もう学校で外国語を勉強し
なくても平気です。登記情報が必要になりました。そ
うだインターネットで申請しよう。明日の朝には郵送
で届くだろう。楽だなあ、歩かなくていいのだから。
ＩＴはどんどんどんどん進化していきます。とても便
利になっていきます。人間はどんどんどんどん退化し
ていきます。いいではないか、便利になるのだから。

昨年12月13日、岩国市に待望の
新空港が開港しました。空港の名称
は応募なども含めいろいろ検討され
たようですが、岩国市の象徴的建造
物である錦帯橋にちなみ、岩国錦帯
橋空港と命名されました。
この空港は、国土交通省により
「岩国飛行場民間航空施設整備事
業」として、米軍基地の滑走路と周
辺の国有地を利用して整備が進めら
れてきました。米軍基地との共用空
港としては、青森県の三沢空港に次
いで二番目となります。
その昔岩国においては、昭和27
年から39年までの間、岩国飛行場という呼び名での国際空港が存在しておりました。当時の日本で
は、東京の羽田と岩国の二箇所のみ国際空港があり、活躍していた時代です。このたび県や市、地
元推進団体が官民一体となり事業に取り組んできた結果、48年ぶりに民間空港が再開したことにな
ります。
岩国～東京間を一日4往復、片道90分で結ぶ岩国錦帯橋空港の開港は、地域経済を活性化させる

起爆剤として観光やビジネスに大いに活
躍するものと、地元住民の期待も高まる
ばかりです。
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