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『錦帯橋と桜』（岩国市）『錦帯橋と桜』（岩国市）
岩国支部　田 中 康 博

山口県の四季

春

平成の架け替え工事完了から数えて、
早くも9度目の春を迎えようとしている
錦帯橋です。この世界に誇る名勝は、隣
接の吉香公園と共に『日本さくら名所 
100選』にも選定されています。毎年桜
の見頃時期は、おおむね4月初旬のよう
です。その頃になると錦川沿いの、とく
に吉香公園側の川岸を中心に、約3,000
本のソメイヨシノが花開きます。薄桃色
の花弁が咲き誇る桜並木と青い空とのコ
ントラストは、思わず目を奪われる美し
さです。そこに菜の花の黄色も加わり、
周辺は生命感溢れる春の色に彩られてい
きます。今年も開花まで、もう少しです。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp
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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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宅建業者向けセミナー開催宅建業者向けセミナー開催
「不動産コンシェルジュ中国地区協議会」主催

人材育成委員長　西　村　俊　爾

　平成25年２月22日㈮山口県不動産会館に於いて「不
動産コンシェルジュ中国地区協議会」主催による「宅
建業者向けセミナー」が開催されました。
　少子高齢化、人口減少を迎えた社会に於いて、既存
住宅の有効活用が国の施策として大きくスタートを切
りました。“作っては壊す”スクラップアンドビルド
から“良いものを作り、きちんと手入れをして、大切
に使う”という考えに基づき「不動産流通市場活性化
フォーラム」の提言がまとめられ、公表されました。
この提言は有識者や関係団体の代表などが一同に会し、
2011年から７回に渡って不動産流通市場の活性化へ向
けた課題や改革の方向性、具体的方策等について検討
した結果をまとめたものです。これらのことをふまえ
て、中国５県の宅建協会では平成24年10月に「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、可決されました。今回のセミナーはこれらの
概要について開催されたものです。当日は寒さ厳しき
中、それでも79名の参加をいただきました。セミナー
は午後１時30分より開会の辞を㈳広島県宅建協会専務
である岡本様、続いて五郎丸会長よりのあいさつで始
まりました。
　第１部は「持続可能な国土づくりに向けて不動産業
が目指すべき方向性について」講師：国土交通省土
地・建設産業局不動産業課流通市場活性化係長 北浦
様より、不動産流通市場活性化の意義、政府全体の動
き、不動産流通市場活性化フォーラムの概要等につい
て御説明を頂きました。第２部は「不動産コンシェル

研修会場風景研修会場風景

五郎丸会長五郎丸会長 国土交通省
北浦係長
国土交通省
北浦係長

広島県宅建協会
山下課長
広島県宅建協会
山下課長

住宅保証機構
齋藤主任
住宅保証機構
齋藤主任

住宅金融支援機構
井上調査役
住宅金融支援機構
井上調査役

人材育成委員
西村委員長
人材育成委員
西村委員長

宅建業者向けセミナー

日　時　平成25年2月22日（金）午後1時30分～午後4時30分

場　所　山口県山口市小郡黄金町5－16　
　　　　　　山口県不動産会館3階　研修ホール

１．開 会 の 辞　　岡本専務（広島県宅建協会）
２．会 長 挨 拶　　五郎丸会長（山口県宅建協会）
３．セ ミ ナ ー

４．閉 会 の 辞　　髙見副会長（山口県宅建協会）

不動産コンシェルジュ中国地区協議会

ジュ中国地区協議会」の紹介を講師：㈳広島県宅建協
会課長 山下様より協議会の紹介と協議会が目指すス
キームについて、更に賛助会員の募集についてのお話
を伺いました。第３部では「瑕疵保険の種類と保険の
ために必要な手続き」について、住宅保証機構㈱中四
国営業所営業主任 齋藤様より「既存住宅売買・リ
フォームセット保険」について御説明を頂きました。
最後に第４部では「フラット35Ｓ及びフラット35リ
フォームパックについて」講師：住宅金融支援機構中
国支店営業推進グループ調査役の井上様より詳しく説
明がありました。
　ほぼ予定通りにセミナーは終了致しました。会員の
皆様大変ありがとうございました。なお「不動産コン
シェルジュ中国地区協議会規約」並びに「不動産コン
シェルジュ中国地区賛助会員規約」については、宅建
やまぐち第184号（2012年11月２日発行）に記載され
ています。

第一部
13：35～14：05

持続可能な国土づくりに向けて不動産業が目指すべ
き方向性について
（国土交通省土地・建設産業局

不動産業課 流通市場活性化係長 北浦様）
第二部

14：05～14：30
協議会の紹介
（㈳広島県宅地建物取引業協会 課長 山下様）

14：30～14：40 質疑応答
14：40～14：50 休　憩
第三部

14：50～15：30
瑕疵保険の種類と保険のために必要な手続き
（住宅保証機構㈱中四国営業所 営業主任 齋藤様）

15：30～15：40 質疑応答

第四部
15：40～16：20

フラット35Ｓ及びフラット35リフォームパックについて
（住宅金融支援機構中国支店

営業推進グループ調査役 井上様）
16：20～16：30 質疑応答



当協会は、平成20年12月の公益法人制度改革関連三
法の施行後、特例民法法人として活動する中で、昨年
第53回通常総会に於いてご承認いただきました新定款
を基に、関係官庁と協議を重ね平成25年１月28日に認
可の申請を提出していましたが、この度、当該審議会
から知事宛に移行認可相当であるとの答申がなされま
した。
従って、本協会は一般社団法人として、本年４月１
日付けの法人登記を行うことが可能となりましたので、
新年度と共に新法人に全ての事業を移行し、法令に
沿った業容にするべく体制を整えて参ります。
これらの申請が完了に至ったことは、理事役員をは
じめ会員各位に加え、全ての関係各位のご理解とご協
力の賜と衷心より感謝申し上げます

一般社団法人への移行認可申請について知事へ答申

　五郎丸会長が、平成25年１月18日、山本繁太郎知事
を県庁に新年表敬訪問されました。
　山本知事は、「輝く、夢あふれる山口県」の実現に
向けて【県政運営の方針「５つの全力」】①「産業
力・観光力の増強」本年４月に「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り組みを強力に
進めます。②「人財力の育成」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。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。④「県民くらし満
足度向上」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
なるような取り組みを、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」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。以上
の「５つの全力」を自ら先頭に立って専心誠意取り組
んでおられます。
　我が協会は、山口県と「公共事業用地の取得に伴う
代替地の媒介等に関する協定書」を結んでいます。こ

五郎丸会長が山本知事・小口土木建築部長を新年表敬訪問

副会長・専務理事　
髙見　嘉久
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の業務提携は、昭和63年に当時県協会の業務部長で
あった五郎丸会長が全国に先駆けて提携したものであ
り、公共事業の一端を担うものとしての社会的使命を
認識し、業界の倫理を高め、地域社会からの信頼産業
としての地位確保の原動力になっています。これから
も実績をあげ、県との連携をより深めるとともに「信
頼産業」としての決意を新たにする新年のあいさつと
なりました。
　その後、小口土木建築部長を訪問、部長室にて「良
質な既存住宅流通活性化の基本となる土地の価格査
定」について、「的確な既存住宅の流通量の把握をす
るための調査研究」について及び昨年７月に締結いた
しました「災害時における被災者への民間賃貸住宅の
提供に関する協定」の事務手続の具体化について活発
な意見交換をされるなど大変有意義な新年の県庁訪問
となりました。

知事室にて懇談、山本知事（左）と五郎丸会長（右）知事室にて懇談、山本知事（左）と五郎丸会長（右）



　平成24年度、第２回山口県不動産研修会が平成25年
１月29日㈫に山口県セミナーパークで開催されました。
　研修会当日、日差しはあるものの、寒風の中140名
の御出席をいただき、午後１時半より森口敏充副委員
長司会のもと、五郎丸孝士会長の挨拶ではじまりまし
た。
　第１講　演題『人権について考える』企業の社会的
責任について
　講師：山口県環境生活部 人権対策室 主幹 安冨幸
盛氏をお迎えして、人権についてのご指導をいただき
ました。不動産業界における社会的責任を実践するた
めに、差別に対するアンケート結果などをふまえ、基
本的人権、同和問題、政府の同和対策、同和問題の現

状、そして解決に向けて
と我々が取り組むべき問
題と課題を説明いただき
ました。
　第２講　『倫理綱領、
倫理規定について』
　講師：人材育成委員

長 西村俊爾氏より、近年忘却されつつある倫理綱領、
倫理規定について
　倫理綱領、倫理規定、国民との関係、依頼者との関
係、業者間の関係、西日本不動産流通機構の倫理規程、
物件登録・情報検索規程、会員間取引規程を通して、
国民の基本的財産である宅地建物を円滑な流通に寄与
するという極めて重要な社会的使命を遂行するために
は、信義を重んじ誠実に取引を行い、国民が安心して
依頼できるという我々業界全体の社会的地位の向上と
社会的信頼の確保及び会員の品位の保持と資質の向上
が必要とお話いただきました。
　第３講　演題『中小不動産業の今後の事業展開のあ
り方』
　講師：公益財団法人不動産流通近代化センター 副
理事長 浅野間一夫氏をお招きしてご指導をいただき
ました。
　これからの不動産業を考える研究会（有識者）監修
のアンケート結果などをふまえ、不動産業をめぐる社
会経済環境、人口・世帯構造の変化、消費者の変化、
東日本大震災の影響、住宅市場整備に関する国の施策、
宅地建物取引業の状況そして不動産経営の現状と今後
の事業展開に関して大きな問題と課題の説明をいただ
きました。
　ご参加頂いた皆様、最後までお付き合いありがとう
ございました。どの講習もとても重要で貴重な事項で
あると、改めて勉強になりました。今後の研修会もよ
り多くの皆様にご参加頂き、貴重なお話を直接聞いて
同じように感じて頂きたいと思います。皆様のご参加
をお待ちしております。

平成24年度 第２回山口県不動産研修会
人材育成委員会　
土岐山　雪絵

平成24年度
第２回山口県不動産研修会

平成25年１月29日㈫　13：30～16：10
山口県セミナーパーク｢講堂｣

研 修 次 第

司会　人材育成副委員長　森口　敏充

主催者挨拶    会長・本部長　五郎丸孝士

研　　　修

　　第１講　13:40～14:00
　　　演題　『人権について考える』
　　　　　　　-企業の社会的責任について-
　　　講師　　山口県環境生活部　人権対策室
　　　　　　　　　主幹　安冨 幸盛 氏

　　第２講  14:00～14:30
　　　演題　『倫理綱領、倫理規定について』
　　　講師　　人材育成委員長　西村 俊爾 氏

　　第３講  14:40～16:10
　　　演題　『中小不動産業の今後の事業展開のあり方』
　　　講師　　公益財団法人不動産流通近代化センター
　　　　　　　　　副理事長　浅野間 一夫 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

会長　五郎丸孝士会長　五郎丸孝士 山口県環境生活部 人権対策室
主幹　安冨 幸盛 氏

山口県環境生活部 人権対策室
主幹　安冨 幸盛 氏

人材育成委員長
西村 俊爾 氏
人材育成委員長
西村 俊爾 氏

公益財団法人
不動産流通近代化センター
副理事長　浅野間 一夫 氏

公益財団法人
不動産流通近代化センター
副理事長　浅野間 一夫 氏
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一般社団法人山口県宅地建物取引業協会
定 款 施 行 規 則

第１章　　会　　　員

（会　員）
第１条　定款第５条に定める会員は一般社団法人であ
る山口県下各地域の支部（以下「地域支部」とい
う。）の会員で、次の通りとする。
　⑴　正 会 員　宅地建物取引業法により免許を受

けた山口県内に主たる事務所を有す
る個人又は法人の宅地建物取引業者

　⑵　準 会 員　正会員が山口県内に設置した従た
る事務所又は山口県外に主たる事務
所を有する宅地建物取引業者が山口
県内に設置した従たる事務所の責任
者

　⑶　賛助会員　本会の事業に賛同する団体、法人
又は個人

第２条　新規の正会員、準会員及び当該事務所に従事
する専任取引主任者は、直近に開催される新規免
許業者研修会を受講しなければならない。

  ２　正会員並びに準会員には、会員の章を無償で貸
与する。

  ３　会員の資格を失ったときは、会員の章を返還し
なければならない。

（入会金）
第３条　定款第７条に規定する入会金は、次のとおり
とする。

　　⑴　正 会 員　700,000円
（会館運営負担金200,000円含む。）

　　⑵　準 会 員　700,000円
（会館運営負担金200,000円含む。）

　　⑶　賛助会員　50,000円
　２　前項の規程にかかわらず、以下の各号の一つに
該当する場合は、入会金を免除し事務手数料を徴
収するものとする。事務手数料は事務所一箇所に
つき４万円とする。ただし、従たる事務所の増設
を伴う場合は、当該事務所については、前項第２
号の規定を適用する。

　　⑴　個人会員が、廃業と同時に法人の代表者とし
て当該法人が入会する場合、又は法人会員が廃
業と同時に当該法人代表者が個人会員として入
会する場合。

　　⑵　個人会員が死亡し、６ヶ月以内に配偶者又は
３親等以内の血族とその配偶者が個人会員とし
て入会する場合、又は法人の宅地建物取引業者
の代表者として当該法人が入会する場合。

　　⑶　会員が、宅地建物取引業法第７条第１項第１
号及び第３号に規定する免許換えに該当する場
合。

　　⑷　法人会員である者同士が合併により、吸収さ
れる法人の事務所を存続する法人の事務所とす
る場合。

　　⑸　会員が更新手続を失念し、免許が失効になり、

３ヶ月以内に新たに免許を受け入会の申込みを
した場合。ただし、代表者に変更がある場合は
新規入会とする。

　３　入会金は、入会申込み時に納入するものとする。
（会　費）
第４条　定款第７条に規定する会費は、次のとおりと
する。

　　⑴　正 会 員　年額60,000円
　　⑵　準 会 員　年額60,000円
　　⑶　賛助会員　年額30,000円
　２　前項⑴正会員及び⑵準会員の会費とは別に各事
務所の代表者以外の従業者専任取引主任者１名に
つき会費年額12,000円を徴収する。

　３　会員は、会費の納入時期を２期に分け、納入期
限は上半期を５月末日とし、下半期を11月末日と
して、全額納入しなければならない。

　４　年度中の新入会員は、第１項に規定する年会費
については、入会月から起算した前項の納入期限
までの月割会費を入会時に全額納入しなければな
らない。なお、入会日については、弁済業務保証
金分担金の供託日とする。

第２章　　会員の処分等

（除名処分）
第５条　定款第９条に定める除名処分に相当する事実
のあるときは、総務委員会においてこれを審査し、
必要資料を添えて会長に報告する。

　２　会長は、前項の審査報告を受理したときは、理
事会に提議し審議する。

　３　理事会において審議するときは、被処分者に書
面又は口頭のいずれかにより、弁明の機会を与え
なければならない。ただし、その所在が不明ある
いは、これを拒否又は放棄したときはこの限りで
ない。

　４　会員及び定款第５章の役員が、次の各号のいず
れかに該当したときは、前項の定めにかかわらず、
理事会において、これを審議することができる。
　⑴　定款第９条に定めるもののほか、協会の組織
を破壊する行動をしたとき

　⑵　官公庁及び関係機関等より、処分の通知が
あったとき

　⑶　協会の会員に退会等を扇動したとき
（会員資格の喪失）
第６条　定款第10条第１項第１号（経費の負担）に定
める会員資格の喪失手続については、理事会の決
議を経て、別に定める資格喪失手続規則よにるも
のとする。

第３章　　役員の選出方法
                                                                    
（役員の選出）
第７条　定款第20条の理事、監事候補者の推薦は地域
支部の正会員のうちから選出し、総会開催の15日
前までに会長宛、理事候補者推薦届を提出しなけ
ればならない。なお、期日までに提出しない地域

6 186号

定款施行規則改正について
　平成25年４月１日より一般社団法人への移行にあたり、平成24年12月３日開催の第６回理事会において、次の
とおり定款施行規則の改正が決議されました。
　この改正により四つの専門委員を三委会体制として事業執行の効率化を図ります。会員の皆様のご理解・ご協
力よろしくお願いします。



支部はこれを放棄したものと見做す。  
　２　理事候補の推薦数は、正会員30名までの地域支
部は１名、30名を超える場合は30名を増す毎に１
名、端数15名以上は１名とする。

　３　会長は、理事資格審査会を開き、総会開催の10
日前までに推薦理事候補について、次に掲げる適
格事項を審査の上、その適否を決定しなければな
らない。
　⑴　再選理事候補の場合、その者が前任期間中理
事会に２分の１以上出席の有無。

　⑵　定款、同施行規則及びこの会の決議等に反す
る行為の有無。

　４　会長は、前項資格審査において不適格と認めら
れた者について当該地域支部に通知し、その補充
を命ずることができる。

　５　理事資格審査会は正副会長並びに正副会長推薦
者若干名とする。

　６　理事候補推薦、就任承諾書等にかかる様式は別
記第１号、第２号、第３号、第４号とする。

第８条　監事は、各地域支部及び会長が推薦した者の
うちから総会において選出する。

第９条　会長の選出は理事会において、原則として出
席者の単記無記名投票によって選出する。　　　
ただし、理事会の議決により、投票を省略して推
薦によることができる。

　２　投票による場合は、出席者の過半数の得票がな
ければ、上位得票者２名によって過半数に達する
まで投票を行う。

　３　副会長、専務理事、常務理事並びに定款施行規
則第12条第２項にいう委員長は、会長が理事の内
より推薦し、理事会の承認を得る。

第４章　　会　　　議
                                                                  
（議事運営委員会）
第10条　総会、理事会において会議の運営、議事の進
行を円滑に行うため、議事運営委員会を設けるこ
とができる。

　２　委員会は理事会において選出した委員若干名を
もって構成し、委員長は委員の互選とする。

（常務理事会）
第11条　常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常
務理事をもって構成する。

　２　常務理事会は、会長が必要と認めたとき、招集
し開催する。

　３　常務理事会は、次の事項を処理する。
　⑴　総会及び理事会の決議した事項の執行に関す
ること

　⑵　理事会に付議すべき事項の審議
　⑶　その他、総会及び理事会の決議を要しない会
務の執行に関する事項

　４　常務理事会の議長は、会長がこれに当たり、常
務理事の３分の２以上の出席がなければ開会する
ことができない。

 （専門委員会）
第12条　事業の執行を円滑にするため、常務理事会の
補助機関として、定款第33条による次の専門委員
会を設け所管事項をそれぞれ次の通り定める。
　⑴　総務委員会
　①　予算、決算に関する事項
　②　会費徴収に関する事項
　③　新入会員の審査に関する事項
　④　諸規定に関する事項
　⑤　組織構成に関する事項
　⑥　会議に関する事項
　⑦　会員の福利厚生及び相互扶助に関する事項

　⑧　未加入事業者の加入促進に関する事項
　⑨　不動産会館の管理、運営に関する事項
　⑩　関係団体との連絡折衝並びに事務受託等に
関する事項

　⑪　不動産取引関連業務様式の作成、頒布等に
関する事項

　⑫　新規事業の企画及び実施に関する事項
　⑬　事務局の運営に関する事項
　⑭　その他、他の委員会に属さない事項
　⑵　業務委員会
　①　中古不動産流通活性化に関する事項
　②　地価調査及び価格査定に関する事項
　③　不動産流通・物件検索サイトに関する事項
　④　公共事業等推進のための行政機関との連携
及び支援協力に関する事項

　⑤　地域社会活性化に関する事項
　⑥　宅地建物取引業の発展並びに環境整備・改
善に関する事項

　⑦　その他関連する事項
　⑶　社会・情報提供委員会
　①　不動産無料相談所に関する事項                             
　②　会報の発行及びホームページ運営・更新に
関する事項

　③　宅建業者対象法令指導に関する事項
　④　一般消費者対象情報提供並びに啓発に関す
る事項

　⑤　宅地建物取引主任者資格試験に関する事項
　⑥　宅地建物取引主任者法定講習会に関する事
項

　⑦　宅地建物取引業者研修会に関する事項
　⑧　新規免許業者研修会に関する事項
　⑨　安心で安全な街づくりに関する事項  
　⑩　その他関連する事項

　２　各専門委員会に正副委員長及び委員をおく。
　３　委員長は定款第20条にいう常務理事となり、副
委員長は委員長が指名する。

　４　委員は理事のなかから委員長が指名する。
　５　理事は、少なくとも１箇の専門委員会に所属す
る。ただし、会長、副会長、専務理事はこの限り
ではない。

　６　委員長は所管事項について計画し、執行するた
め委員会を開催する。

　７　会長、専務理事は原則として委員会に出席する
ものとし、副会長は会長の指名する委員会に出席
する。

（特別委員会）
第13条　この会に理事会の承認を得て特別委員会を設
置することができる。

（事業・事務委託）
第14条　本会の事業及び事務の一部を地域支部に委託
することができる。

                                                                        
第５章　　雑　　　則

第15条　この施行規則の解釈に疑義を生じた場合はす
べて理事会の解釈による。

第16条　この施行規則の改廃は理事会において行い次
期総会に報告しなければならない。
附　　則

１．この施行規則は、一般社団法人山口県宅地建物取
引業協会設立の登記の日から施行する。

7186号
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　平成25年度の宅地建物取引主任者証発行に伴う講習会（法定講習会）の開催を、下記のとおり予定しています。
　受講対象者の方々には宅建協会本部事務局より、講習会案内書及び主任者証交付申請書等、受講の申込みに必
要な書類一式をご自宅に郵送致しますので、受付期間内に受講申込みの手続きをして下さい。

《取引主任者証を所持している皆様へ》

　登録内容に変更が生じたら・・・
「宅建業法第18条第１項の登録を受けている者は、登録
を受けている事項（氏名、住所、本籍、勤務先）に変更が
あったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければな
らない。」【宅建業法第20条】
　宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書（様
式第７号）を、山口県庁住宅課民間住宅支援班、または、
最寄りの県土木建築事務所へ提出して下さい。なお、防
府土木建築事務所山口支所（山口市）、宇部土木建築事
務所美祢支所（美祢市）では、変更の手続きが出来ませ
ん。
　住所、氏名の変更届出がされていない場合、法定講習
会の案内書が届かない場合がありますのでご注意下さい。

※上記講習会の受講対象者の方で、専任取引主任者の方並びに宅建業に従事さ
れている方は、必ず受講して下さい。
※受講されない場合、取引主任者証の有効期限が切れてしまうため、取引主任者
としての業務に携わることが出来なくなります。

法定講習会のご案内法定講習会のご案内平成25年度宅地建物取引主任者

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく

届出が必要です!届出が必要です!届出が必要です!
　国土利用計画法においては、土地の適正かつ合理的
な土地利用の確保を図るため、「事後届出制」を設け
ています。

１．届出を要する土地取引

２．取引の形態
　売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現
物出資、共有持ち分の譲渡、売買予約、権利金を伴
う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、第三者のために
する契約等

３．一団の土地取引
買いの一団
    個々の面積は小さくても、権利取得者（売買の
場合であれば買主）が権利を取得する土地の合計
が対象面積以上となる場合には届出が必要です。

※（イ地＋ロ地＋ハ地＋ニ地）の面積が対象面積以
上となる場合は届出が必要です。

４．届出
　取引の当事者のうち、土地について権利を取得し
た者（買主、借主）が届出。

５．届出期限
　契約締結日を含めて２週間以内

６．届出先
　取引対象土地の存する市町役場の国土利用計画法
担当課。

事後届出制

対象面積
 （一定面積以上）

市街化区域
市街化区域以外の都市計画区域
都市計画区域外 

2,000㎡以上
5,000㎡以上
10,000㎡以上

売主甲（イ地）
売主乙（ロ地）
売主丙（ハ地）
売主丁（ニ地）

イ地
ロ地

ハ地 ニ地

買主A
（イ地、ロ地、ハ地、ニ地取得）

お問い合わせ 山口県地域振興部地域政策課　土地・水資源対策班　電話（０８３）９３３－２５３２

開　催　日 会　　　場 受講対象者の有効期限

平成25年６月11日㈫ 山口県不動産会館
（山口市小郡黄金町）

平成25年８月20日から
平成25年10月19日まで

平成25年８月20日㈫ 山口県不動産会館
（山口市小郡黄金町）

平成25年10月20日から
平成26年１月11日まで

平成25年10月８日㈫ 山口県不動産会館
（山口市小郡黄金町）

平成26年１月12日から
平成26年２月17日まで

平成25年12月10日㈫ 山口県不動産会館
（山口市小郡黄金町）

平成26年２月18日から
平成26年４月７日まで

平成26年２月18日㈫ 山口県不動産会館
（山口市小郡黄金町）

平成26年４月８日から
平成26年７月８日まで
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【帳簿書類の保存期間】

　例年、11月に全国一斉の宅地建物取引業者立入調査
を実施しています。これは、宅地建物取引業者の一部
に、宅地建物取引業法等の法令の趣旨を解さず、宅地
建物取引の公正を害する者も見受けられるために、宅
地建物取引業法所管課が立入調査を行い、宅地建物取
引業者が行う業務に対して、適切な指導・監督を行う
ことにより、宅地建物取引の公正を確保することを目
的としています。
　本県においても、昨年11月５日から29日までの間に
延べ27人の調査員が31業者（うち宅建協会会員は25業
者）について立入調査を行いました。
　宅建協会会員25業者の内訳は、新規免許３年未満の
業者が13業者、苦情紛争相談の対象となることが比較
的多い業者などその他業者が７業者、最近販売を開始
した分譲地又は分譲マンションの案内所等が５業者と
なっています。
　調査実施31業者のうち違反業者数は８業者（違反件
数は11件）にのぼり、違反業者数の占める割合は
25.8％（前年度に比べ1.5ポイント減少）であり、依然
として高い水準で推移しています。違反業者について
は、現地で改善指示書の交付または口頭注意を行いま

した。
　違反事項としては、例年のように帳簿
（台帳）の備付け義務違反等、基礎的な法令
の知識・理解不足によると思われる違反の他、
媒介手数料について、消費税免税業者が課税業者
と同様の算定をし、結果、告示で定める上限を超える
額の受領をしていた違反が目立ちました。今一度、宅
地建物取引業法及び関連法令について研鑽に努め、適
正な宅地建物取引業務を行うよう心掛けていただきた
いと思います。

【業法違反の内訳件数】

宅地建物取引業者の一斉立入調査について宅地建物取引業者の一斉立入調査について宅地建物取引業者の一斉立入調査について

平成26年1月から平成26年1月から
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

県
住
宅
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

保存が必要なもの 保存期間

帳　簿
　
書　類

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）
業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

　事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月か
ら対象となる方が拡大されます。
※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額
が300万円を超える方です。

◎対象となる方
　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

◎記帳する内容
　売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡
易な方法で記載してもよいことになっています。

◎帳簿等の保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収
書などの書類を保存する必要があります。

7年
5年

5年

違反の事項別区分

媒介契約の締結に係る書面不交付 ２ ０ ２

報酬の超過受領 ４ １ ５

帳簿（台帳）の備え付け義務違反 ２ ０ ２

本人確認義務違反（犯罪収益移転防止法） １ ０ １

その他の違反 １ ０ １

　　　　　合　　　計 １０ １ １１

新規
免許 その他 合 計

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度

税務署からのお知らせ
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「第２回　下関支部研修会」について 人材育成委員長　植 野 善 男

下関支部だより

下関

「不動産無料相談会」開催 社会貢献委員長　上 原 祥 典下関

　 “ アベノミクス ” はデフレ経済を克服するためにイ
ンフレターゲットを設定し、毛利元就の “ 3 本の矢 ”
で国民に解りやすくキャッチ・コピーしています。
　不動産コンシェルジュ中国地区協議会では少子化が
進む中、全国で5,000万戸を超える住宅ストックが存
在し、世帯数15％を上回っている現状を2020年までに
流通市場・リフォーム市場の規模倍増（20兆円市場）
の実現に向け、国土交通省指針に添って展開していこ
うとしています。
　その一つが売主⇔業者⇒買主が既存住宅チェック
シートを作成して具体的に適正な取引が出来るようし
ていこうとしています。“インスペクション”と言われ
ているものですが、今日まであまり活用がなされてな
く、DVDを会員に観てもらい具体的検査方法を理解
してもらうことにしました。
　次は㈳岡山宅建会員の阪井ひとみ先生の関わってい
る “ 誰もが安心して暮らせる街づくり ” 「NPO法人お
かやま入居支援センター」について意義や実態につい
て話をして頂きました。障がい者や高齢者等住宅確保
要配慮者の入居を支援することを目的として、弁護
士・司法書士・医師・精神福祉士・不動産仲介業者な
どが集まって、平成21年 3 月登記完了して450名の
方々を入居させて活動を行っています。世間で言われ
る殆どの肩書に携わっていた方が入居されているそう
です。ですから、それらの知識経験を生かして互助し
ながら国や県への負担減の生活安心人生構築を実践し
ています。
　県からの要請もあり、社会福祉法人下関市社会福祉
協議会、社会福祉法人菊水会、社会福祉法人下関市民
生事業助成会、社会福祉法人下関市社会福祉事業団、
医療法人光の会、医療法人社団あずま会、NPO法人

　平成25年 2 月20日（水）午前10時～午後 4時まで下関市役所 1階ロビ

ーにて不動産無料相談会を開催しました。担当役員である、林顧問、林

支部長、白川副支部長、西山総務委員長と私の 5名が、 8名の相談者に

対応致しました。

　相談の内容としては、土地の境界問題等が多くありました。今回初め

ての試みでしたが、機会があれば今後も継続できればと考えております。

全国重度障害者相談支援協会、下関市福祉部障害者支
援課、山口県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班
等計14名の参加がありました。
　面白くもない話題は昼食後でもあり皆さん睡眠状態
でしたが、不動産業と社会福祉を結び付けて営利も達
成できている話になると覚醒状態に。
　第 3 講は下関市立東行記念館学芸員 溝口純一先生
に、奇兵隊結成150年を記念して「晋作と下関」と題
して話していただきました。
　文献に「文久 3 年 6 月仏蘭西軍艦 2 隻前田に碇泊
す、前田砲台と相戦う、胸障崩頽して守る」と記して
います。文治元年壇ノ浦の戦は武士の戦で武家政治が
始まり、その678年後は西洋と戦って明治維新を迎え
る関門海峡です。私の会社近くでは平家落人部落が、
またそこ此の畑からは焼夷弾が出てくることがあるそ
うです。ここ前田村は維新と日中太平洋戦争と二度も
全戸が焼け出されています。聞くところ未だに全戸一
円の補償金も貰ってないそうです。
　百万一心でアベノミクスをサポートできれば。
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年末研修会開催

ＴＹＳ住宅展示場にて
土地情報を掲載！！

宇部支部だより

宇部

　12月18日（火）午後 6時30分より、国際ホテル宇部
にて恒例の年末研修会が開催されました。宇部市長 
久保田后子様、宇部日報社 脇和也社長様より祝辞を
いただき、流川企業 池田様の乾杯の音頭の後、祝宴
に入りました。皆様楽しく歓談と食事を楽しまれ、名
司会者小森さん、塚原さんの楽しい司会でアトラクシ
ョンに入りました。炭酸飲料早飲みゲーム、ビールぴ

ったり飲みましょう、ジャンケンゲームが行われまし
た。すごく盛り上がって楽しかったです。
　今回も42名の参加をいただき、有意義な研修会だっ
たと思います。 1名でも多くの会員が集い、懇親を深
めて協会が発展することを願って役員一同企画してお
ります。次回も皆様のご参加をお待ちしております。

ム、ビールぴ

　10月6、7、8日の 3 日間、藤曲の
ＴＹＳ住宅展示場で不動産フェアが
開催されました。
　宅建協会からも土地の情報を提供
させていただきました。ご協力くだ
さった会員の皆様、ありがとうござ
いました。

支部研修会開催
　平成24年度支部研修会
が下記のとおり開催され
ました。
　今回の研修会は30名の
参加で、少しさみしい思
いがいたしましたが、参
加された皆様はとても熱心に講習内容を聞き入っておられました。
少しでも多くの会員の方に参加をしていただけるよう、研修内容
を考えていきたいと思います。
　また、「これが知りたい」「これを聞きたい」ということがあ
りましたら、事務局までご連絡下さい。
　　
　　開催日　平成24年 9 月11日（火）
　　場　所　ココランド山口・宇部
　　演　題　第 1講「フラット35について」
　　　　　　　全宅住宅ローン㈱中国支店　支店長　祐川武彦様
　　　　　　第 2講「立入調査の注意点について」
　　　　　　　山口県土木建築部住宅課　主査　村田慶裕様
　　　　　　第 3講「総代理店制度について」
　　　　　　　富士火災海上保険㈱
　　　　　　　宅建リアルター課　溝渕典昭様

皆様のお仕事に役立つことができ
ましたでしょうか？
　これからもいろいろなイベントに参加
していきたいと思います。
　情報がありましたら、事務局へご連絡お
願いいたします。

熱心に受講される会員のみなさん
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親睦忘年会 総務委員　平 連 嗣 騎

山口支部だより

山口

　12月 6 日、山口市湯田温泉の「ホテルニュータナ
カ」にて山口支部平成24年度の親睦忘年会が開催され
ました。
　西村支部長（株式会社アーバンエステート）の山口
支部の今年の振り返りと来年は更なる会員の結束によ
り飛躍して行こうというご趣旨のご挨拶に始まり、髙
見副会長（有限会社タカミ不動産）の乾杯のご発声の
後、出席者全員が美味しいお酒と料理に舌鼓を打ちな
がら、和気あいあいと懇親を深め、お互いの労をねぎ
らい、来る2013年に向けての英気を養いました。

　篠原理事（シノ不動産株式会社）のさすがと思わせ
る軽妙な司会によりスムーズに進行され、湯田温泉の
〝きれいどころ″のお酌も手伝って、時間の経つのも
わすれ全員が楽しい時間を過ごしました。締めのご挨
拶は、有冨社長（株式会社スペース）の元気な万歳三
唱 ! ! ! にて閉会となりました。
　2013年が山口支部にとってより一層の飛躍の年とな
るであろう事を全員が感じた本当に有意義な親睦忘年
会でした。

第2回　山口支部研修会 情報提供委員　篠 原 忠 明山口

　去る 1月17日（木）本年度第 2回目の山口支部研修
会が、山口市湯田温泉のセントコア山口 2階に於いて
53名の参加にて開催されました。定刻の13時25分に司
会の㈲国近不動産情報センターの国近人材育成委員に
よる開催の言葉で始まり、西村支部長の挨拶に続き早
速下記内容の研修に移りました。
　第１講「サービス付高齢者向け住宅について｣ 
　　講師　積水ハウス㈱山口支店　部長　中野太郎様
　第２講「高齢化社会を見据えた保険商品活用術」
　　講師　㈱アソシア　代表取締役　本間貫楨様
　第３講「重要事項説明書に関する注意事項について」
　　講師　山口県住宅課　主査　村田慶裕様

　以上 3講の研修はいずれも実務に大変役立つ内容で
興味深く、高齢化社会を見据えた内容でもあり受講者
の皆さんも真剣に聞き入っておられました。
　雪が降って大変寒い日だったためか参加者の方も少
なく感じられましたが、今後このような研修にはなる
べく多くの方の参加を期待したいと思います。

有冨社長の　
ばんざーい ! !

挨拶される
西村支部長

乾杯の発声は
髙見副会長

積水ハウス㈱　中野様 ㈱アソシア　本間様

山口県住宅課　村田様

司会の篠原理事
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新年親睦会開催

防府支部だより

防府

　平成25年 1 月22日（火）18時より、防府支部の新年
親睦会を「いちはな」で開催いたしました。防府市長
松浦正人様、防府商工会議所副会頭小松宗介様をはじ
め、全42名で新年の親睦を深めました。
　理事会で昨年より企画・進行について審議を重ね、
余興については企画研修委員会で内容を話し合い、準
備や当日の司会・進行をする、という理事と企画研修
委員が一丸となって、今年の新年親睦会を盛り上げよ
う！と頑張りました。
　まず砂原副支部長の開会の辞で始まり、中川支部長
挨拶、来賓の防府市長松浦正人様、防府商工会議所副
会頭の小松宗介様のご祝辞と進みました。
　今年年男のコーシン不動産㈱の渡邊さんの乾杯で祝
宴に移り、しばし歓談の時間です。
　少しお酒も入りにぎやかになった頃、防府不動産情
報サービスの上田清子さん（茜屋出雲流　出雲松帆月
さん）のあでやかな踊りに見入りました。昨年茜屋出

雲流の直門名取になられたそうです。
　次に市会議員の華林ホーム㈱の田中敏靖さん、寿不
動産の山根祐二さんのご挨拶を頂き余興に移りました。
　カラオケ、風船割りゲーム、原不動産の原文男さん
による手品、大きなあみだくじと全員参加で大変盛り
上がりました！
　宴たけなわの中、清水宅建㈱の清水さんによる万歳
三唱、そして、清起副支部長の閉会の辞で楽しい時間
もアッという間に終わりました。
　限られた予算の中で企画をした為、少々物足りない
ところもあったかとは思いますが、皆で盛り上げ、皆
が参加出来た、手作り感たっぷりの楽しい新年親睦会
になりました。
　来年は、今年よりもっと楽しい新年親睦会になるよ
う頑張りたいと思いますので、会員の皆様の貴重なご
意見をお待ちしております。

今から風船割りゲームしますよ

抽選会で当たりました！！

上田さんのあでやかな踊り

盛り上がってます！！

松浦防府市長様ご祝辞 乾杯！！

りました。昨年茜屋出

乾杯！！

上田さんのあでやかな踊り

抽選会で当たり

盛り上がってます！！
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支部協会事業について
周南支部支部長　池 田 周 太

周南支部だより

　本年度も会員の皆様には、協会事業
にご協力・ご参加いただきまして大変
ありがとうございました。
　昨年 6 月14日に支部にて「土地価格

査定」を行いました。当日は45名の会員の方々に集ま
っていただき、 5 班に分かれ、927ポイントの査定地
の見直しを行いました。宅建業法上では、媒介契約を
結ぶ際には、業者は価格の根拠を示さなければなりま
せん。周南支部では、年間約700件の会員からの査定
利用件数があります。そのためにも基準地となるポイ
ントの価格見直しは重要であり、参加会員一同、真剣

に見直しが行われました。今回は、他の 7支部からも
見学者をお招きしての価格査定でしたが、25年間続く
価格査定のデータは周南支部会員の財産であります。
　また、昨年11月には不動産フェアとして、宅建芸術
祭（アンデパンダンⅤ）を開催しました。会員参加型
の「価格査定」「宅建芸術祭」は、地域社会からの信
頼を得るための協会事業があります。共同で事業を成
し遂げた連帯感と達成感があり、その後の「打ち上げ
会」は大いに盛り上がり、親睦を深めることができま
した。
　周南支部では、このような協会事業を、これからも
継続していく所存ですので、会員の皆様のご協力・ご
参加を宜しくお願い致します。

宅建芸術祭・不動産フェアー（アンデパンダンⅤ）　（平成２４年１１月２・３・４日）
観て参加して交流して（つなげよう文化芸術の輪） 社会貢献委員長　箱　﨑　壽美枝周南

　昨年11月2 、3 、4 日の 3 日間、周南市において不動
産フェア（アンデパンダン）と題して、趣味の会・サ
ークル活動・一部小物即売会等、地域の女性サークル
会合同で各種イベントを共催しました。
　因みに、アンデパンダンとはフランスのパリで行わ
れる無審査・無償の美術展覧会の事で、古い歴史を持
ちながらも、一般市民が肩肘を張らずに参加できる自
由な趣があります。
　以前は、不動産フェアといえば売買物件情報の閲覧
を主としたものや、地域住民との親睦を図ることで宅
建協会のイメージアップを目指したフェアでしたが、
皆様もご存知の通り、このアンデパンダンも不定期で
はありますが何度か当協会で催して参りました。
　一見、宅建協会とは関連性が乏しいようにも見えま
すが、考えてみれば「住まい」・「我が家」は古今よ
り洋の東西を問わず、女性が中心となって働く場所で
あり、家族が癒され憩う場所であり、そこから活気や
元気を得ようと努力してきた場所でもあります。建物
の駆体はそのままでも、ほんの少しの装飾品だけで室
内の雰囲気を一変させたり、四季折々の季節感を演出
することもできます。ご家庭でも、クロスや絨毯、カ
ーテンの柄や色合いも何年に一度かの模様替えは可能
でしょうが、絵画・キルト・生花・布花・編み物等の装
飾品は、手軽に自由自在に空間を演出することができ、

（
価
格
査
定
の
様
子
）

喫茶コーナー 会場内

商品券が当たりました 不動産無料相談コーナー



第２回 周南支部研修会（平成24年12月4日　地場産センター） 人材育成委員長　古 賀 範 基

周南支部だより

周南

第１講　障害者の地域支援の現状
　　　　　　医療法人愛命会　岡田恭子先生
　高齢者への介護・支
援の制度はかなり充実
してきていますが、障
害者、特に知的障害者
に対する社会の理解は
低く、賃貸住宅の確保
が難しいのが現状です。
　家主様を説得するなど不動産業者の皆様のご理解と
ご協力をお願い致します。

第２講　賃貸トラブル・バスターズ
　　　　パネラー；木本商事㈱、㈱五郎丸、
　　　　三和土地建物㈱、㈱司地所の各賃貸担当者

　日ごろ聞けな
い賃貸トラブル
の具体的な解決
法を地元支部会
員の賃貸担当者
にお聞きしまし
た。
　「自死の場合
はどうする？」「暴力団関係者は？」「保証会社は保
証してくれる？」などなど…「霊的現象の対処は？」
にはパネラーではなく会場の方から実体験のお話など
でて、和気合々の中、実践的な研修となりました。

（出席　49名）

今年も忘年会は盛大に 総務委員長　藤 井 修 二周南

　12月 5 日ホテル・グラマシーにおいて周南
支部の忘年会が盛大に行われました。
　池田支部長挨拶、藤井律子・友広　巌 両県
議の来賓祝辞を頂き宴会へとなりました。
　今回は「高齢者向けヘルシーメニュー」と
しましたが、いかがだったでしょうか？
　しばし歓談のあと、毎年恒例のじゃんけん
大会とお楽しみ抽選会で盛り上がりあっとい
う間の 2時間半でした。
　本年度のじゃんけん大会の優勝者はアオイ
不動産の松尾様でしたが、このじゃんけん大
会で一人500円ずつ出したチャリティー募金
は全額公益活動の一環として、児童養護施設
「共楽養育園」に寄付されます。昨年に続き

2 度目です。なお松尾様にはお楽し
み抽選会の豪華賞品が優先的に渡さ
れました。（参加95名）

　12月27日池田支部長が「共楽養育
園］を訪れ、同園理事の藤井律子県
会議員立会いのもと寄付金５万円が
手渡されました。
　またその席で昨年「雛人形」を寄
付された周南支部の会員の方がおら
れ大変喜ばれているとのお話しもお
伺いしました。心温まる思いです。
皆様のさらなるご支援をお願い致します。

15186号

　この度、周南支部に入会させて頂きましたチ
ューケン㈱と申します。
　入居者第一主義という理念のもと、ユーミー
マンションというＲＣ造の賃貸マンションを周
南地域に広めていきたいと思っております。
　皆様のご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し
あげます。

クラブ活動 宅友会（ゴルフ）成績表チューケン株式会社　中野勝也
周南市遠石3丁目9番20号

新入会員紹介

第163回

（H24.7.4）
優勝　池田　周太
準優勝　木本　安信
３位　西岡　一美

（参加13名）

第164回　支部間交流会
（周南・防府・山口・下関）

（H24.11.28）
優勝　梶山　　隆（防府支部）
準優勝　中川　信広（　 〃 　）
３位　清起　卓夫（　 〃 　）

（参加31名）

心まで豊かになれます。
　家は、建物だけではなく室礼（しつらい）があって
こそ、心から落ち着き、寛げる場所になるのではない

でしょうか。そうした意味で、大変意義深いフェアだ
ったと自負しております。

（参加支部会員　25名、一般来場者数　983名）
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萩支部レポート 情報提供委員長　河 野 勝 俊

萩支部だより

柳井支部だより

萩

平成25年度行事等
・支部社団法人立ち上げ
　 1月21日（月）
　　支部理事・監事会
１．山口県宅地建物取引業協会萩支部から「一般
社団法人山口県萩宅建協会」へ（地域社会の
発展に寄与していくことを誓うものです。）

　 2月20日（水）
　　支部理事・監事会
１．設立社員総会「定款案」

（予定）　 3月27日（水）　支部総会
　　　　　 4月 3日（水）　理事・監事会
　　　　　 4月18日（木）　定時総会

・研修会　年 1回支部研修会を行っています。
　 3月14日（木）午後 1：00～
　　１．不動産鑑定士による講演
　　２．宅建ローンの説明
　 2については公証人さん講演予定でしたが、一般社
団の認定のため多忙ということで講演は次回となり、
宅建ローンの説明としました。

・第 1、第 3金曜日に理事 2名で無料相談を行ってい
ます。
・本部等の伝達事項はその都度、郵送で行っています。

柳井支部だより 広報委員長　秋 田 京 子柳井

　柳井支部（柳井市・田布施町・平生町・上関町・周
防大島町）は、現在会員数43社、理事及び監事10名で
活動しています。
　平成24年度の活動状況としては、春に通常総会を開
催し研修会を年 2回実施しています。
　第 1回研修会においては、第 1講は講師に中国地区
不動産公正取引協議会　主任　宗平英克様をお招きし
『不動産の表示規約と改正点について　－広告掲載事
例を中心に－』講演いただき、第 2講は講師に、山口
県土木建築部 住宅課　主査　村田慶裕様をお招きし
『行政改正、無免許業者・不正業者への指導につい
て』研修を行いました。
　また、第 2回研修会においては、臨時総会を開催し、
福田支部長より「一般社団法人
山口県宅建協会柳井支部」設立
についての説明があり、「一般
社団法人設立」及び「定款案」
の 2 件の議案が全員一致で承認
され成立しました。
　今後は公証人との打ち合わせ、
公正証書の作成をする予定です。
　その他の支部の活動としては、
毎月、情報交換会・無料相談及

び理事会を開催し、支部の運営について様々な意見を
交換しています。その他、価格査定委員会を今年度は
3 回開催し、会員の皆様にきめ細かい情報提供ができ
るようにしています。
　柳井は県内でも気候温暖な地域で、やまぐちフラワ
ーランドの開園、岩国錦帯橋空港の開港を契機に多く
の観光客を招致したいところです。これからも住みよ
い町づくりを、柳井市及び近隣 4町と協力し、支部と
しても努力していきます。

・本部等の伝達事項はその都度
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『岩国支部講習会』と『新年互礼会』 情報提供委員長　田 中 康 博

岩国支部だより

岩国

岩国

　岩国支部においては、本年１月17日に支部講習会が
行われました。第一講から三講まで三時間にわたる講
習は、いずれも内容の濃い講演でしたが、出席者の最
も興味を引いたのは、五郎丸会長による『今後の宅建
協会の運営について』という講演だったようです。周
知のことですが、山口県宅建協会が一般社団化するに
あたり、今後の会の運営方針や協会業務について、何
が変わるのかということに会員の関心が集まるのは当
然のことでしょう。しわぶきひとつ聞こえず、皆熱心
に耳を傾けていました。
　講習会のあとは恒例の新年互礼会です。会場はその
ままに準備が整ったあと、来賓をお招きしての賑やか
な宴会が始まります。若干正月の間に飲み疲れたよう
な顔も見受けられましたが、杯が進むうちに、いつの

間にやら絶好調。数年前から岩国支部の互礼会では、
賞品付きのビンゴゲームが行われるようになりました。
毎年当たる人、一度も当たったことのない人。注しつ
注されつしながら飲みニケーションは盛り上がってい
きます。

『釣り同好会日誌』 情報提供委員　森 本 隆 司

　岩国支部には太公望が多く、『釣り同好会』が発足
されて以来、幾度となく釣り大会が開催されています。
今回は昨年９月に開催されたときの様子です。この日
は九人の釣り人が参加し、游漁船で平郡島周辺に行き、
ウマヅラハギを中心に狙いました。
　釣り開始は水深30メートルのポイントで、船長から
の指示は15メートルの棚を探って下さいとのことでし
た。皆いっせいに仕掛けを投入、まずはマキ餌をして
集魚からです。ウマヅラハギは、まず向こうアワセで
釣れる魚種ではありません。爆釣というのはなかなか
難しく、ぽつぽつとしか釣れないのが普通です。そん
な調子なのですが、この難敵を12匹も釣り上げた人が
出ました。彼はその後、釣り頭と呼ばれるようになり
ました。
　あちこちポイントを移動し、最後にハギ・
アジ・チダイと、どの魚種も狙える場所での
トライです。このポイントに着くなり我が会
長は、愛竿を海に落とし無くしてしまいまし
た。傷心のまま代わりの竿を垂らしていた会
長でしたが、なんとその竿で、65センチもあ

る大物ヒラメを釣り上げたではありませんか。さすが
会長。転んでもただ起きないねー。皆祝福すると同時
に、宴会の食卓が豪華になると大喜びでした。
　午後２時過ぎに納竿。釣果が優れなかった人は、海
に向かって次回のリベンジを誓いました。『釣り同好
会』が、本格的な『釣り師集団』へと変貌する予兆を
感じる、感動的な瞬間でした。

　そのあとの宴会で
は、ヒラメのエンガ
ワに舌鼓を打ち、心
地よい美酒に酔いし
れるのでした。

五郎丸会長の講演 斎藤副支部長開会挨拶

游漁船内部

宴会風景 宴会風景 ビンゴ当選

大物ヒラメをゲット！

釣り師たち釣り師たち
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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）

入 居 者 死 亡
様々なリスクから家賃収入を補償する保険！
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

     
３㈪

４㈫
10 ㈪

12 ㈬

10 ㈭
12 ㈯
15 ㈫
16 ㈬
17 ㈭

18 ㈮

21 ㈪
23 ㈬

26㈮
28㈪

29㈫

６㈬
７㈭
12㈫

14㈭

19㈫
22㈮

25㈪
26㈫
28㈭

於会館　出席者12名
於会館　出席者31名
於東京　髙見
於岡山　五郎丸
於 〃 　五郎丸、髙見、
　　　　林、池田
於大阪　森口、福島、
　　　　塩田、神田

於大阪　五郎丸
於下関　五郎丸
於東京　五郎丸
於山口　髙見
於岩国　五郎丸
於広島　髙見
於山口　五郎丸、髙見、
　　　　池田
於会館　出席者７名
於会館　髙見

於会館　出席者11名
於広島　五郎丸

於県セミナーパーク
　　　　出席者10名
於 〃 　出席者140名

於静岡　髙見
於 〃  　髙見
於広島　五郎丸
於 〃 　出席者11名
於会館　出席者12名
於 〃 　出席者30名
於会館　出席者11名
於会館　出席者79名

於福岡　西村、神田
於宇部　五郎丸
於会館　出席者11名
於 〃 　出席者10名

平成24年12月分　行動経過

平成25年１月分　行動経過

平成25年２月分　行動経過

第５回常務理事会
第６回理事会
全宅管理事業運営委員会
全宅連中国・四国連絡会、
全宅連中国・四国連絡会研修会

全宅保証苦情解決･弁済･求償業
務研修会

㈳大阪府宅建協会45周年記念式典
下関支部新年会　　
都道府県協会長・本部長会議　
一般社団移行認可申請書事前協議
岩国支部研修会・新年互礼会
全宅管理研修会　　　　　　　
知事新年あいさつ

第５回社会貢献委員会　　　　
宅建起業セミナー

第６回総務委員会
不動産コンシェルジュ中国地区
協議会　
第５回人材育成委員会

第２回不動産研修会
          　　

全宅管理研修会　　　　　　　
全宅管理事業運営委員会
全宅連中国･四国連絡会　　　
全宅連中国・四国連絡会研修会
第６回常務理事会
第７回理事会
第４回情報提供委員会
中古住宅流通活性化「宅建業者
向けセミナー」
全宅連従業者教育研修制度説明会
宇部支部研修会             　　　
第７回常務理事会
第６回人材育成委員会  　　　

宅建ブログ「教学相長」
……東西南北～東・南篇～

～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

　日本人が好む方位の順を決めるとすると、おそらく１位＝南、２位＝東、３位＝西、４位
＝北、といった結果になるだろう。
　東洋（中国）と西洋（ヨーロッパ）で同じ意味を持つ言葉で、“指南”と“orientation”が
ある。どちらも“方向付け”と言う意味だ。ところが、方向付けの方向が東洋では南、西洋
では東となる。
　東洋（中国）の古代の方向指示装置に“指南車”があった。最初に南に向けておくと、車
上の人形の手は常に南を指すというもの。広い草原で戦う時に、「進め～！」「引け～！」
と言っても方向が分からない為、この指南車を用いて兵隊へ指示したらしい。なにも南でな
くてもこの装置、西でも東でも指示することが出来たらしいが、中国古来の思想“天子は南
に面する”を基に南を指示する様にしたとのことだ。以後、“指し示す”と言う意味から“教
える”と言う意味になった。ちなみに、磁石のことを“指南針”とも言う。
　一方、オリエンテーションの方向付け＝東向きの意味だが、
　１）オリエント（東洋）から来た言葉で、東に向けることが正しい方向へ導くことに繋が

ると考えられていた。
　２）聖書のエデンの園が東にあったので、教会の正面は東の方向に造られ、信者は西の

入口から入り、東の祭壇に向って祈る。
　と由来には二説あるが、どちらにしろ、方向付け＝“東に向ける”“東向き”との意味と
なった。
　ちなみに、現代では地図はいつも北が上に書かれているが、古い地図には東が上に書か
れている地図もあり、これはエデンの園が東にあったからだそうだ。その後はコンパスを合
わせ易くする為に北を上にして書くようになり、“北上する”とか“南下する”と言う言葉に
表れているように地図は北が上に書かれるようになった。
　以上の様に、同じ方向を指し示すにしても、東洋と西洋では思想や宗教等の違いからこ
れだけ違うことが調べて分かった。

（1）3414
（1）3412
（1）3410

下関
岩国
岩国

ファミリープロジェクト㈱
㈱エージェントかず
㈱Earth Dreams

植村　智之
松田　和子
藤川みどり

1
2
3

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

新 入 会 員

（3）2849
（12）557
（8）1774

山口
周南
山口

ハヤオアサヒ不動産
防長交通㈱
㈲三浦建設

宗村　　勉
織田　文晃
三浦　恵治

1
2
3

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

退　　　　会

（5） 2489山口 ㈲コスモ技研 中川　　勝1
支部No 免許番号 商　号 代 表 者

他界会員



宇部支部　高無　　正

43 宇部支部

　東日本大震災から2年の歳月が経ちました。
　この山口の地に住み、知り合い、親族が誰一人罹災
していなくても、震災のことを１度も思い起こさない
日は無かった様な気がします。瓦礫の処理も除染もま
だまだ進んでいません。被災地で平穏な生活を取り戻
せない人がたくさんいる一方、もう震災に対する募金、
寄付も当時ほど集まらなくなっていることでしょう。

今後、震災関連の報道が減っていき、私も何時かはき
っと、震災のことを思い起こさない日を過ごします。
　今年から平成49年まで所得税額の2.1％の復興税が
課せられます。復興に対し、当時の民主党政権が残し
た形ある対応です。今後復興に対し有意義に使って欲
しいと願いつつ、今後は震災で亡くなった方に対し、
月に一度心の中で黙祷を捧げる機会にしたいと思いま
す。

　竜王山は、春に1万本の桜が咲き誇る、山
陽小野田市のランドマークです。晴れた日の
頂上展望台からは360°周囲を見渡すこと
ができ、周防灘に目をやると、関門海峡や九
州四国の連山まで、六州(長門、周防、筑前、
伊予、豊前、豊後)を見渡すことができます。
ここから瀬戸内海を望むロケーションは「せ
とうち夢海道50景」に選ばれています。中
腹には大きな竜の遊具が人気の「竜王山公園
オートキャンプ場」があり、家族連れで楽し
めるほか、初夏にはヒメボタルの乱舞、秋に
は旅する蝶アサギマダラの飛来など年間を通じて楽しめるスポットです。
　また、夜になると市街地の住宅光や道路照明、山陽小野田や宇部の工場群の光、遠く対岸の九州
や関門大橋のほのかな光が合わさり、美しい夜景が広がります。ここから見える夜景は、日本の夜
景100選と日本夜景遺産に認定されています。
　その竜王山のふもとに広がる「きららビーチ焼野」は、平成11年(1999)7月20日に焼野海岸
コースタル·コミュニティー·ゾーン整備事業の一環としてオープンしました。ビーチでは、海水浴や
ボードセーリングなどのマリンスポーツが楽しめ、周辺にはトロン温泉やレストランを備えた「き
らら交流館」や、吹きガラスをはじめ様々なガラス体験ができる「きららガラス未来館」などがあ
ります。
　さらには、きららビーチ焼野から望む美しい夕陽は、「日本の夕陽100選」に選ばれています。
夕暮れ時には、辺り一面がオレンジ色に染まり、ビーチにある地中海風の建物、フェニックスの樹
と相まって、さながら南欧のリゾート地のようなお洒落な雰囲気を漂わせます。穏やかな周防灘(す

おうなだ)を刻一刻と茜色に染める夕焼けの風景は、
見る者の心を捉えて離しません。

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。

夕日100選と夜景100選　『竜王山・きららビーチ焼野』
宇部支部　高無　　正

復興税について想う


