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宗隣寺「龍心庭」（宇部市）宗隣寺「龍心庭」（宇部市）
宇部支部　

山口県の四季

夏

宗隣寺は、777年（宝亀８年）唐より
来朝した為光和尚によって、松江山普済
寺が創建されたと伝えられています。庭
園は本堂の北側にあり、築山泉水庭で
「龍心庭」と呼ばれ県下一の古庭園です。
池の浅瀬は干潟様、池中の８個の立石は
夜泊石と称され、「東の毛越寺（平泉）
と西の宗隣寺」のみに現存する鎌倉（南
北朝）時代の遺構を残す貴重な書院庭園
です。護岸石組も枯滝や出島の主なもの
にとどめた閑寂な趣きで、新緑の初夏も
おすすめですが、紅葉時期も美しい名勝
庭園に指定されています。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp

一般社団法人



2 187号

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
一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会
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会 長 あ い さ つ会 長 あ い さ つ

　私が協会会長に就任して以来早くも一年が経過しよ
うとしています。
　昨年は、前執行部での事業計画に基づき、各事業を
執行して参りました。
　本来の協会事業の他に、「一般社団法人」への組織
の移行と、中古住宅流通市場活性化推進事業を検討し
て参りました。
　おかげさまで一般社団法人への移行は本年2013年
（Ｈ25年）4 月 1 日をもって設立登記をし、同日より
新法人としてスタートしております。
　「新しい酒は新しい皮袋に盛れ」という言葉があり
ますが、本年度は、会長就任時に申し上げた三つの信
頼事業を、この新しい一般社団法人で実施していく年
であります。
　つまり、一番目として、「協会対会員の信頼構築」
であります。
　協会は会員の会費で運営している以上、会員へ共益
事業等を通じて、会員からの信頼構築に努めなければ
なりません。
　二番目として、「協会対社会の信頼構築」であります。
　協会で地域貢献事業等を行うことで、地域社会との
信頼の構築を図り、会員の業務環境の醸成に繋げて参
りたいと思います。　
　三番目として、「会員対会員の信頼構築」であります。
　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しません。
　以上三つの信頼を目的とした各事業を今年は予算の
裏付けをもって具体的に実行していく年になります。
　例えば、価格査定サービスを会員の各事務所のパソ
コンで査定ができる為のソフトを開発中であります。
又、ウェブサイトによる会員業者間の情報交換システ
ムを提供したいと考えております。
　「不動産フェアー」も一段と公益性の高いものにし
県協会の公益目的支出計画に基づいた事業を展開して
いくことで、不特定かつ多数の県民の利益の増進に寄
与する。結果として、業界の地域社会からの信頼に繋
がっていくものと考えます。
　教育、研修事業も消費税引上げを踏まえた住宅取得
対策等、消費者も参加してくださる様な内容にしてい
きたいと考えております。
　会員業者の研修も専門知識のみならず、不動産業者

会長　五郎丸 孝士会長　五郎丸 孝士

― 平成２５年度　協会の運営方針 ―

としての職業倫理の高揚にも力を入れたいと存じます。
　又、今年からスタートする「不動産キャリア・サ
ポート研修制度」を活かした各会員の従業員や新入会
員の教育にも力を入れたいと思っております。
　本年は人材育成委員会と情報提供委員会を法務委員
会とし、社会貢献委員会を業務委員会と名称を変更し
て、「総務委員会」「業務委員会」「法務委員会」と
してスタートすることになり、広報の「宅建やまぐ
ち」も各支部の情報を集約して、各支部の活動等が他
の支部会員にも分かる様にしたいと考えております。
　国交省で推進しております「中古住宅流通市場活性
化推進事業」は、本年で 2年目に入ります。
　日本は戦後68年間に住宅を約5,800万戸と、世帯数
5,000万戸を15～16％上回る膨大なストックを形成し
てまいりました。一方で人口減少に加え、世帯数も減
少し、少子高齢化が進行しています。
　この様な中、このストックを流動化させ、内需拡大
の柱とすることで、不動産業はもとより、リフォーム
産業の発展、地元経済の活性化、耐震化と省エネ化の
促進など、様々な経済効果と環境問題への貢献が期待
できることから、2020年までに中古住宅市場を 4兆円
から 8兆円に、リフォーム市場を 6兆円から12兆円の
計20兆円市場にしたいということであります。
　県協会といたしましては、この国交省の方針にどの
様に対応していくか中国五県の宅建協会を中心とした
「不動産コンシェルジュ中国地区協議会」と連携を図
りながら今後の展開の方向を示して参りたいと考えて
おります。
　昨年より常務理事の皆様から意見を頂いております
し、今年の 2月22日には会員向けセミナーを山口県不
動産会館に於いて開催致しましたが、今後もできるだ
け多くの会員の意見を集約したいと考えますので、各
支部を通じて多数のご意見を期待しております。
　今年度中には一般社団法人山口県宅地建物取引業協
会として、不動産業者が目指すべき方向について集約
したいと考えますので、よろしくお願い致します。
　今年度も協会運営にあたっては、次の時代への継承
者として深謀遠慮の上、熱意をもって協会運営にあた
りたいと思いますので、会員の皆様方のご理解とご協
力の程、よろしくお願い申し上げます。
　以上、協会の運営方針の一端を申し上げ、総会に当
たってのご挨拶と致します。
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氏　　名

古 賀 範 基 様

岡 野 洋 典 様

平成25年度　定 時 総 会

平成25年度　スローガン

議事　（一社）山口県宅地建物取引業協会

第54回定時総会　受彰者名簿
役員歴

支部役員　10年

支部役員　10年

商　　号所属支部

㈲アクセス

437宅建

周南支部

柳井支部

※順不同

　（一社）山口県宅建協会、（公社）全宅保証協会山口
本部は、5 月21日㈫山口県不動産会館に於いて、多く
の来賓の皆様をお迎えして定時総会を開催致しました。
　今年度は特に県本部、各支部とも一般社団法人へ移
行が完了し、初の通常総会となりました。村河総務副
委員長の司会で始まり、開会の辞を髙見副会長が述べ
られ、物故会員への黙祷、来賓紹介と続き、五郎丸会
長の挨拶と来賓祝辞、祝電披露と続きました。そして
2 名の永年役員功労者の表彰に続いて、議長団選出が

あり、中央地所の松村誠氏（宇部支部）、㈱明和産業
の福田洋明氏（柳井支部）の両氏を指名致しました。
　議長は、会員総会運営規則第十二条第一項に基づき
定足数の報告をしました。総正会員数812名、出席正
会員数568名（内訳　会場出席者57名、委任状出席者
511名）。議長は、出席正会員数は総会員数の二分の一
以上であるので、本総会は有効に成立した旨を宣言し、
議事に入りました。
　議事は滞りなく審議され、閉会の辞を髙見副会長が
されて閉会となりました。

法務委員長　西　村　俊　爾

〔報告事項〕
報告事項 1　　平成24年度事業報告の件
報告事項 2　　平成25年度事業計画の件
報告事項 3　　平成25年度収支予算の件
報告事項 4　　その他の件（定款施行規則改正の報告）
〔決議事項〕
第 1号議案　　平成24年度収支決算承認の件・監査報告
第 2号議案　　役員一部変更承認の件
第 3号議案　　その他の件

会長挨拶

こ　　が　 のり　もと

おか　 の 　よう　すけ

信頼される不動産業を目指し
本部と支部の絆を

確固たるものにしよう! !

倫理綱領を守り、
中古住宅の流通拡大を目指し、

社会に貢献しよう! !

総 会 会 場

御　来　賓

議長（左 松村氏、右 福田氏）

表彰状贈呈



　平成25年度全宅連定時総会が開催され、本会より 2
名の役員が出席致しました。昨年 4月に公益社団法人
として発足し、都道府県宅建協会及び全宅保証と緊密
な連携のもと不動産取引の活性化に資する事業、宅地
建物取引に係る者の資質の向上及び消費者保護を図る
事業を積極的に展開したとの報告がありました。
  また、本年 4月に創設された「不動産キャリアパー
ソン講座」について、 6月末現在で約 2千人の申込み
があり、年間受講者数の目標 1万人を達成するため、
都道府県宅建協会と連携のもと、今年度の最重点事業
として取り組むとの説明がありました。
　今回から総会の開会に先立ち、出席者全員起立のう
え、倫理綱領の唱和が行われました。山口県におきま
しても全宅連同様に、来年の定時総会より出席者全員
による倫理綱領の唱和を行います。
　引き続き、伊藤博会長並びに国土交通省佐々木土
地・建設産業局長の挨拶終了後、 2名の副会長を議長
に選出し、以下の報告・決議が行われました。
　決議事項の第 2号議案につきまして、「宅地建物取
引主任者の資格名称を宅地建物取引士とするための宅
建業法改正を実現すること。なお、名称変更にあたっ
ては、現行制度の基本的仕組み（資格者の設置基準、
資格者の業務・責任等、試験制度等）は変更しないこ
と。」との内容が提案され承認されました。今後全宅
連において、47都道府県宅建協会10万会員業者の創意
として、法改正の実現に向けて取り組まれます。
［報告事項］
　報告事項 1　平成24年度事業報告の件
　　　　　　　平成24年度業務監査報告
　報告事項 2　平成25年度事業計画の件

　報告事項 3　平成25年度収支予算の件
［決議事項］
　第 1号議案　平成24年度決算承認の件
　　　　　　　平成24年度会計監査報告
　第 2号議案　宅地建物取引主任者の名称変更に関す

る件

　全宅連平成25年度事業計画の概要は以下のとおりで
す。
Ⅰ．不動産に関する調査研究・情報提供事業（公益目
的事業 1）
　　1．不動産に関する調査研究政策提言活動
　　2．不動産に関する情報提供活動
Ⅱ．不動産取引等啓発事業（公益目的事業 2）
　　1．不動産取引等啓発事業
　　2．不動産情報提供活動
Ⅲ．不動産に係る人材育成事業（公益目的事業 3）
　　1．不動産に係る人材育成事業
　　2．教育研修の運営業務
Ⅳ．会員等への業務支援事業（共益事業等）
　一　収益事業
    　　 民間物件情報サイトの斡旋事業
　二　共益事業
　　1．都道府県協会会員支援
　　2．都道府県協会支援
　　3．関係団体の行う諸事業への協力
Ⅴ．会務の総合
管理（法人会
計）
　　1．円滑な会

務運営と福
利厚生事業
の実施

　　2．健全な財
務運営と適
正な経理処
理
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公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会　第47回定時総会

平成25年度全宅連定時総会が開催され 本会より 2

開催日時　平成25年6月27日（木）　
開催場所　東京都「ホテルニューオータニ」
出 席 者　理　　　事　　五郎丸　孝　士（会長）
　　　　　運営協議員　　池　田　周　太（総務委員長）

　全宅連総会当日、同会場において、平成25年度全宅
保証定時総会が開催されました。昨年 4月に公益社団
法人に移行し、宅地建物取引に係る者の資質の向上及
び消費者の保護を図ることを主眼として公益目的事業
を実施し、宅地建物取引業法に基づく業務を適正かつ
確実に遂行したとの報告がありました。
　全宅保証の主な公益目的事業である苦情解決業務に
つきまして、近年は減少傾向が続いており、平成24年
度の苦情解決申出件数は317件となりました。また、
弁済認証申出件数は244件、認証された件数は104件と
なり、いずれも前年に比べて減少となりました。申出
人に支払われた認証額は 3億 7 千万円の状況です。平
成25年度の弁済業務保証金還付計画（認証金額）は 5
億 5千万円を見込んでいます。
　伊藤博会長並びに国土交通省野村不動産業課長の挨
拶終了後、 2名の副会長を議長に選出し、以下の報告
が行われ、定時総会は終了しました。

［報告事項］
　報告事項 1　平成24年度事業報告の件
　　　　　　　平成24年度業務監査報告
　報告事項 2　平成24年度決算報告の件
　　　　　　　平成24年度会計監査報告
　報告事項 3　平成25年度事業計画の件
　報告事項 4　平成25年度収支予算の件

　全宅保証平成25年度事業計画の概要は以下のとおり
です｡
Ⅰ．公益目的事業の実施
　　1．苦情相談・解決事業（公益目的事業 1）
　　2．研修・情報提供事業（公益目的事業 2）
　　3．保証事業（公益目的事業 3）
　　4．宅建取引健

全 育 成 事 業
（公益目的事
業 4）

Ⅱ．収益事業の実施
Ⅲ．法人管理
　　1．総　務
　　2．財　務
　　3．組織整備事

業の推進

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会　第41回定時総会

全宅連総会当日 同会場にお て 平成25年度全宅

開催日時　平成25年6月27日（木）
開催場所　東京都「ホテルニューオータニ」
出 席 者　　理　事　　五郎丸　孝　士（会長）
　　　　　　代議員　　池　田　周　太（総務委員長）

倫理綱領唱和倫理綱領唱和

伊藤会長挨拶伊藤会長挨拶
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第3回 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 定時社員総会

　24年度は入会金免除により約450社の新規入会を得
て、年度末5,540社の社員数となった、1 年間の事業執
行に係る社員総会が行われた。また、25年度からは入
会金免除の制度を廃止して、規定通りの費用で新規入
会を期待することとなった。
　年度内に実施した主な事業は、会員への業務支援と
して賃貸不動産管理業務マニュアル等を発刊し、また、
管理業務支援のソフト、賃貸住宅収支計算ソフトなど
も作成し、会員の業務支援のツールとして活用できる
ものとし、実務面では入居に際しての信用照会システ
ムと家賃債務保証制度が提供できる体制を整備したこ
となどが報告された。

　今後の全宅管理は、
日本有数の賃貸不動産
管理業者の団体として、
会員の無償管理、サー
ビス管理からの脱却を
なし、これらの賃貸不
動産管理の「業」を
「ビジネス」として確
立していくための、環
境づくりを目指していくことを、今後の計画の柱とす
る決意の表明があった。
　また今後は、改正される民法の内容に注視しつつ、
実務面では預かり家賃等の保証制度について早急に検
討し、実施出来る体制を確立することの事業も重点が
置かれる方向であることが報告された。全ての報告事
項、提案事項は原案どおり承認・決議され総会を終了
した。

開催日時　平成25年6月28日（金）　11:00～
開催場所　ホテルニューオータニ
出 席 者　　　理　事　　髙 見 嘉 久

平成25年度　公益社団法人西日本不動産流通機構　定時総会

　本流通機構は、組織内の構成団体等の組織再編成の
うえ、公益認定を得て25年 4 月に公益社団法人の登記
が完了して、初めての定時総会となった。
　報告事項のうち、24年度の事業にあっては従前の事
業に加え、システム内容の拡張が行われたことが報告
され、各会員の利用面で一層の活用範囲が拡大されま
した。
　25年度 5月より利用可能な機能は次の通りであり、
各会員は十分に活用されたい。
①賃貸物件種別を「居住用」「事業用」の 2種別から
売り物件と同様の「賃貸土地」「賃貸戸建」「賃貸
マンション」「賃貸住宅以外建物全部」「賃貸住宅
以外建物一部」の 5種別に細分化。
②「Myレインズ」を設け、自社物件関係の一覧を設
けて登録証明書発行ボタンでPDF形式の登録証明

書の各自取得を可
能とした。
③営業ツールとして
「マッチング条
件」検索機能を追
加し、条件に一致
した物件が登録された場合にはメールで通知される。
④登録された物件の文字情報と画像情報を一体生成し、
レイアウトによる流通図面を作成できる機能が付加
された。
　等々が追加され本来の共同媒介の基本である情報の
共有化が容易にでき、また、活発な取引が行われるこ
ととなり、今後のレインズ物件の流通活性化を期待し
たい。
　また、24年度の収支決算報告にあっては、収支内容
説明と共に公益目的事業比率67.7％で執行されたこと
が報告され、総会の承認を得た。尚、新法人の役員は、
中四国九州地区の理事23名、運営委員29名で運営され
ることことなり、全ての議事の承認を得て総会を終了
した。

開催日時　平成25年6月17日（月）15:00～
開催場所　ホテルグランヴィア広島
出 席 者　　　理　　事　　五郎丸　孝　士
　　　　　　　運営委員　　髙 見 嘉 久

公取協　第34回定期総会開催される！
　平成25年 6 月21日、島根県松江市「ホテル一畑」に
て中国地区不動産公正取引協議会の第34回定期総会が
開催されました。本会からは五郎丸会長を始め10名の
担当役員の方々が出席致しました。
　総会は、山上副会長（岡山県宅建協会会長）の開会
の辞で始まり、見勢本会長（広島宅建会長）の挨拶に
続き、公正取引委員会近畿・中国・四国事務所　取引
課長　村重健太郎氏、島根県土木部　建築住宅課長　水
津史朗氏、島根県環境生活部　環境生活総務課長　荒木
弘美氏三名のご来賓から祝辞を頂きました。引き続き
神垣副会長（島根県宅建協会会長）が全会一致で議長
に選任され議事に入りました。
　議事1．平成24年度事業報告として　1．研修事業の
実施　「不動産の表示に関する公正競争規約」に関す
る研修、受講者合計374名、2．広報事業の実施　平成
24年5月の「不動産の表示に関する公正競争規約」の
一部改正に係る周知活動等についての事業報告があり、
平成24年度収支報告と伴に賛成多数で承認されました。

続いて平成25年度事業計画（案）1．研修事業につい
て　前年度と同様会員事業者、新規会員事業者に対す
る研修を実施し、「不動産の表示に関する公正競争規
約」の周知に努める。2．広報事業については、昨年 5
月に一部改正された「不動産の表示に関する公正競争
規約」の解説版として「不動産広告ハンドブック」を
作成し、全会員に配付すること、3．調査指導事業に
ついては、今年度より新たに各構成団体より選任され
た調査指導委員の連携により不当な広告表示の調査指
導の円滑な推進に努める
こと、また、今年度事業
を実施するための平成25
年度予算（案）も併せて上
程、慎重に審議、そして、
決議され、最後に本会会
長である五郎丸副会長の
閉会の辞により、総会は
盛会裡に終了しました。

北里会長挨拶北里会長挨拶

見勢本会長挨拶見勢本会長挨拶
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　去る 4 月20日にかめ福にて、安倍内閣総理大臣
就任祝賀会があり、出席を致しました。
　「経済」「教育」「復興」「暮らし」「外交」「安全
保障」を主たる政策にしている自由民主党。
　特に「アベノミクス」といわれる経済政策「三

　平成25年 6 月 2 日、林芳正事務所にて、五郎丸
会長が林芳正農林水産大臣と山口県の経済情勢か
らＴＰＰ問題まで幅広く意見交換をされました。

安倍晋三内閣総理大臣 就任祝賀会

林農林水産大臣と
五郎丸会長　懇談

会長　五郎丸　孝士

本の矢」についての演説があり、会場は多いに盛
り上がりました。
　安倍総理が各席を廻られた機会にお話をする事
が出来ましたので「激励」をすると伴に、政策の
実現に期待する旨を申し上げました。

安倍総理挨拶
会場風景

安倍総理と五郎丸会長

林　芳正　選挙事務所にて
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　 5月21日に平成25年度の総会を無事開会できました。
会員の皆様には、県本部運営にご理解を賜りありがと
うございます。
　総務委員会は、五郎丸会長が提唱される「三つの信
頼」を基本方針とし、効率的な事業運営を推進してお
ります。
　総務委員会の本年度の事業計画につきましては、総
会資料に記載しておりますが、重点的な事業内容につ
いてご報告します。
①一般社団法人移行後の対応について
　まずは、ここ数年、公益法人制度改革について
「公益社団」或いは「一般社団」にするか研究・討
議を重ねた結果、平成25年 2 月21日に県より一般社
団法人への移行が認可されました。又、県下の 8支
部は、人格なき社団法人から事業・財産の譲渡を引
き継ぎ、一般社団法人を新設していただきました。
限られた期間内での県本部の一般社団法人への移
行・各支部の一般社団法人を新設にするにあたり、
定款・施行規則の作成及び会員への周知について、
五郎丸会長をはじめ県理事・支部理事の方々のご指
導・ご尽力のおかげで完了できましたことに感謝申
し上げます。
　今後、県本部は法人認可後、「公益目的支出計
画」に基づく事業内容を展開します。これまでの県
本部より支部へ交付金方式の支出は認められず、事

業の実施と予算の裏付けの一致が
ないと認可が取り消される可能性
があります。各支部におかれまし
ては、県本部が策定した事業を確
実に遂行していただき、地域社会
より信頼を得られるようお願い致します。
②新入会員加入促進について
　会員の高齢化・事業継承問題等の要因はあります
が、昨年、本委員会で10年後の県下の会員数を試算
しますと、700社を下回る予想となりました。本年
度は新規開業者向けの「不動産開業セミナー」を開
講する予定です。本協会の入会後の業務支援の充実
さと、他団体にはない地域貢献事業を通じて得た地
域社会からの信頼を説明する内容にします。
③規程集の作成について
　会員相互の規律・品位及び資質の向上を図るため
「違反行為」に対する規程集の作成を行います。
「抜き行為」等の業法違反・倫理違反を正すことは、
「協会対社会」「会員対会員」の信頼構築にも役立
ち、社会的信用の高揚になります。

　以上の内容を重点的に実施し、会員の方々から信頼
される事業運営を目指しますので、ご協力を宜しくお
願い致します。

総務委員長　池 田 周 太総務委員会報告記事

 本年度より旧社会貢献委員会から業務委員会へと名
称が戻り、より会員の皆様にとって有益なサービスの
提供に向けて、各支部より選出の委員の皆様とともに
協議を重ねております。
 当委員会における具体的な協議事項としましては、
まず『ハトマークサイト山口』の再構築、これは不動
産の表示規約改正等に伴う直近の課題となっており、
会員間の情報を円滑に交換し、共同仲介を推進してゆ
くために大きな改正を進めている最中です。契約時等
の事務作業の軽減につながるサービスの提供や、国や
県の推進事業へのスムーズな協力が可能となる等々、
新たな機能を多く組込み、従来のものに比べ格段に便
利なサイトになる予定です。
 また現在、国土交通省を中心に中古住宅流通市場活
性化に向けて様々な業種の参加の下に新しい仕組みが
試行錯誤されています。そのような状況の中、土地の
流通価格の把握に関しては、協会の持つ絶対的な優位
性を将来に向けて保つ必要があると考え、その為の最
も有効な手段として『価格査定システム』の構築にも

取り組んでおります。
 各支部ごとにFAXを使って行われて
いる現在のシステムを、全県下を結
ぶ共通のネットワークシステムに統
合し、事例地の精度をさらに高める
ことで、顧客に対してより信頼される価格提案が出来
るようになるはずです。
 さらにはこれをデータベース化していき、会員向け
のサービスに留まらず、金融機関等へ向けての対外的
な力として協会の財産へと発展させていきたいと考え
ております。
　このように色々な仕組み作りを進めておりますが、
当然ながらその一つ一つに大きな経費が掛かります。
法人制度改正や会員数減少などにより、決して楽では
ない協会運営状況の中、これらを具現化していく為に
は会員の皆様の更なるご理解が必要となります。今後
も業務委員会を通じより良いサービスを提供できるよ
ういっそう努力して参りますので、皆様のご協力の程
宜しくお願い申し上げます。

業務委員長　塩 田 博 志業務委員会報告記事

　平成25年 7 月 4 日、第一回法務委員会が開催されま
した。
　本年の一般社団法人移行に伴い、従来の 4委員会は
3 つの委員会に統合され、従来の人材育成委員会と情
報提供委員会を併合し、法務委員として10人の委員の
構成で発足致しました。委員会では、副委員長に下関
支部の清水謙治理事、協会相談所相談員に宇部支部の
土岐山雪絵理事が選任され、議事に入りました。
　本年度の法務委員会の主たる行事としては、無料相
談員の研修、「宅建やまぐち」の発行、平成25年度宅
建試験統括、平成25年度宅建主任者法定講習の運営、

そして「平成25年度不動産研修会」
の実施があります。特に研修は協会
事業に基づき実施され、会員は研修
の受講義務があります。研修とは
「職務上必要とされる知識や技能を
高める為、特別に学習すること、又、その為に行われ
る講習」とあります。ぜひ多くの会員、従業者の方々
の参加をお願い致します。
　本年度第 1回は 8月27日（火）、山口県セミナーパ
ークで開催されます。

法務委員長　西 村 俊 爾法務委員会報告記事
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　宅地建物取引業法第47条第 1 号では、宅地建物取
引の公正を確保し、取引の相手方を保護するため、宅
建業者が調査義務、説明義務を負う事項のうち、取引
の相手方等の契約意思形成に重大な影響を及ぼす事項
について故意による不告知又は虚偽告知を禁止してい
ます。
　このため、取引関係者からの質問に対して、同和地
区であるかないかを回答しないことは、法第47条第 1

号の規定に反するのではないかとの、
疑問を持たれる方もおられると思います
が、回答することは差別行為につながるもの
であり、回答しないことは法第47条第 1 号に反
するものではありません。
　宅地建物取引業者の社会的責務の一環として、質問
者に対しても質問することそのものが、差別行為であ
ることを理解していただくよう説明をお願いします。

（参考）　宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について（国土交通省通知）
　＜その他の留意すべき事項＞
１　宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について
　宅地建物取引業務に係る人権問題の最近の状況を見ると、一部において同和地区に関する問い合わせ、差
別意識を助長するような広告、賃貸住宅の媒介業務に係る不当な入居差別等の事象が発生している。
　宅地建物取引業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っており、また、人権問題の
早期解決は国民的課題であるので、基本的人権の尊重、特にあらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要
であることにかんがみ、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を
図るため、取引主任者等の従事者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発活動のより一層の推進を
図るとともに、宅地建物取引業者に対する周知徹底及び指導を行う必要がある。

宅地建物取引業法第47条の解釈・運用について宅地建物取引業法第47条の解釈・運用について宅地建物取引業法第47条の解釈・運用について 県
住
宅
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

平成25年
住宅・土地統計調査にご協力をお願いします

　住宅・土地統計調査は、住宅・土地の保有状況や世帯の居住状況などの実態を10月 1 日を

基準日として全国一斉に調査するもので、山口県内では約 4万 5千世帯を対象に実施されます。

　調査結果は、今後の住宅・土地関連の計画や施策の基礎資料として活用されます。

　居住世帯への調査のほか、居住世帯のない住宅、共同住宅の構造、敷地面積等を調査します。

市町の職員、指導員・調査員がこれらをお尋ねすることがありますので、ご協力をお願いしま

す。

　オートロックマンションなどでは、厳重なセキュリティにより調査員が建物内に入ることす

ら困難なケースも多くあります。調査員が建物内に入り、世帯におうかがいできるようご協力

をお願いします。

　昼間不在がちの世帯などで、調査員が訪問しても面会できない場合には、管理者のみなさま

に居住状況などをお聞きすることがありますので、ご協力をお願いします。

●建物の情報の提供にご協力ください。●建物の情報の提供にご協力ください。

●調査員が世帯におうがかいできるようご協力ください。●調査員が世帯におうがかいできるようご協力ください。

●居住者情報の提供にご協力ください。●居住者情報の提供にご協力ください。

●調査実施期間●
9月23日～10月24日統計調査に対する情報提供は個人情報保護法の対象とはなりません。

お問合せ　山口県統計分析課人口統計班　電話(083)933-2650  または各市町統計担当課

県統計分析課からのお知らせ
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ご　　挨　　拶
支部長　林　　眞一郎

総務委員長　西山　菊市

下関支部だより

　残暑の候、皆様方にはご清祥
のことと拝察いたします。
　私共は、平成25年 4 月 1 日、
一般社団法人 山口県宅建協会下

関支部として新たな出発をすることとなりました。折
しも本年は、下関支部創立55年の節目の年でもあり、
この間ご尽力頂きました皆様方にとりましても感慨深
いものがあると存じます。来る 9月20日（金）シーモー
ルパレスにおいて記念式典を行う予定で目下諸準備を
進めております。
　さて、昨年末の自由民主党政権復帰、安倍晋三政権
発足以来、矢継ぎ早の政策転換が功を奏し、先ずは株
と為替に動き出し、デフレ脱却と成長戦略が現実のも
のとなる中で我々を取り巻く経済環境も好転すると思
われます。
　下関市も今年度より空き家条例を施行し、危険家屋

と見做された空家を解体する場合の補助金（50万円/
件）、住生活基本法に基づく良質な住宅ストックの形
成を推進する為 既存住宅に係るエネルギーの合理化促
進、及び高齢者・障害者への配慮に資する住宅改修を
行う個人に対し助成を行う民間住宅対策事業がスター
トします。宅建協会では、国交省が進める既存住宅市
場を確固たるものにする為の条件整備、価格査定の有
り方などにも見直しをおこなうと共に、研修会におい
ては　税・業法等諸法令に対する研修は無論のこと、
本市の地勢・歴史・風土などについても研鑽して参り
ます。青少年育成事業としてのハトマーク杯ソフトボ
ール大会は継続、ゆうほクラブを始め会員相互の親睦
を図る事業の充実を図って参ります。末尾ながら、会
員各位のご健勝とご事業の隆盛を祈念し挨拶とします。

一般社団法人 山口県宅建協会下関支部　創立総会開催下関

　一般社団法人の記念す
べき第１回総会が去る 4
月24日（水）の午後 1時30
分より下関リサイクルプ
ラザ未来館　第 1 研修室
に於いて開催されました。
来賓に下関税務署　資産
課税部門　統括国税調査
官　伊藤栄治様をお迎え
し、森田久敏総務委員の司会で上原祥典副支部長の開
会の辞から始まり、国歌斉唱に続き、物故会員（三和

不動産　兒林毎介　正
会員、㈱高松建設　
高松宗久 正会員）
を追悼して黙とうを
ささげ、ご冥福をお
祈りした後、林眞一
郎支部長より「公益
法人改革に基づき 4
月 1日付で一般社団
法人の設立は出来上
がりました。組織の

性格、形がかわりますので定款並びに施行規則につい
て忌憚のないご意見を頂きたい。」との挨拶がなされ
ました。
　次に宮原忠義人材育成副委員長のご発声と伴に「倫
理綱領」を唱和し、本年度スローガンの「独立不羈」
について、「何物にも縛られず独立して道を開き事を
興すこと。」という説明がなされました。次に今年の
新入会員 4社が紹介され、ファミリープロジェクト㈱
常務取締役の品川宏之さんが挨拶をされました。議長
に協永産業㈱の那田恒雄さんが指名され、定足数は会
員総数181社、会場出席34名、委任状86名で本会は成
立と発表されました。議事録署名人に㈱内田不動産の
内田壽雄さん、㈱エステートライフ下関の吉永威一郎



萩支部理事　弘不動産商事　弘　　　孝庄萩

下関支部だより

萩支部だより
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さん、書記に事務局が指名され本題の議事進行に入り
ました。配布の総会資料に基づき社団法人山口県宅地
建物取引業協会下関支部の決算報告がなされ、福田文
子監事の監査報告を受け、協議の結果承認をいただき
ました。次に一般社団法人山口県宅建協会下関支部設
立総会に入り宮原総務副委員長より定款等について説

明がされ、各担当委員長より平成25年度の収支予算案
が上程され各々承認決定されました。引続き下関地区
税務協議会の議事に入り第 1号、第 2号議案とも原案
通り承認されました。白川保副支部長の閉会の辞によ
り終了しました。

新入会員紹介　株式会社　秋田不動産
　　　　　　　　代表取締役　秋田　寛行

7月 1日　宅地建物取引主任者資格試験申込配布業務開始
7月 2日　第 3回支部理事会
　　　　　【協議事項】
　　　　　　①　ハトマークサイト山口等における本部会費について
　　　　　　②　支部研修会の演題について
　　　　　　③　その他

会員通知事項
　１．全宅連事業運営及び税制改正等に関する要
望事項ご提出のお願い

　２．「耐震環境不動産形成促進事業」及び改正
「不動産特定共同事業法」説明会のご案内
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宇部支部だより

平成２５年度通常総会開催宇部

　平成25年度一般社団法人宅建協会宇部支部の総会が
４月22日（月）国際ホテル宇部に於いて、土岐山副支
部長の司会進行にて開催されました。
　浅川副支部長の開会の辞の後、一般社団法人として
スタートを切る年ということもあり、今年度よりの試
みとなる倫理綱領の唱和を全員で行いました。松村支
部長の挨拶に続き、ご来賓の宇部市長 久保田后子様、

宇部日報社代表取締役 脇和也様よりご祝辞をいただ
きました。
　議長団にアイリス不動産の荒瀧氏、ワイケイ開発の
川元氏が指名されました。定足数の発表がされ、本総
会が有効に成立した旨を宣言されて、議事に入りまし
た。本年度は一般社団法人としての初年度ということ
ですが、いずれ
の議案も賛成多
数で承認され、
浅川副支部長の
閉会の辞で閉会
致しました。
　

宇部支部マラソン同好会発足宇部

　宇部支部にマラソン同好会ができました。㈱オータ
ニの志馬さん、㈲不二商の村田さん、石本住販の石本
さん、東武住販の木原さん、日栄地所の飯田さんです。
フルマラソンを走られる方もおられ、タイムとの戦い

だそうです。ハトマークデザインのユニフォームを着
て走って下さるので、ハトマークのＰＲにも貢献して
いただいてます。次の大会もがんばってくださいね。

平成２５年度地価調査を実施中です宇部

　標準事例地を宇部支部の地域内にポイントを定め、
評点をつけ、価格を調査する作業です。
　本年度は全会員に参加を呼びかけました。35名の有
志が地区ごとに 4～ 5 人のグループに分かれて地価調
査を行っています。ついつい飛び出す四方山話を抑え

つつ、 1 グループ100ポイント前後の地価調査を行っ
ています。
　来年はより多くの会員の参加をいただき、さらに調
査制度が向上することを願います。調査結果は支部事
務局に備え付けられますので、是非ご利用下さい。

松村支部長 ㈱宇部日報社
脇　和也 氏

宇部市長
久保田后子 氏

総会風景
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「山口支部定時総会」

山口支部だより

柳井支部だより

山口

　平成25年度（一社）山口県宅建協会山口支部　定時総会並びに、山口地区宅建業税務協議会 通常総会が、 4月19日
（金）セントコア山口に於いて、平連理事の司会進行にて10時より開催されました。
　松本副支部長の開会の辞の後、今年度より初めての試みとなる倫理綱領の唱和を、会員全員で行いました。
西村支部長の挨拶に続き、ご来賓の山口市長  渡辺純忠様、 山口税務署署長代理  統括国税調査官 伊藤睦史様、山
口県住宅課  課長代理　村田慶裕主査様より、御祝辞を頂きました。
　新入会員の紹介後、議長団の選出があり、議長に平和不動産㈱の田口健次氏、副議長に㈱アライブの松本真一氏
が定款の規定により指名されました。
　田口議長が、定足数の発表をされ、本総会が有効に成立した旨を宣言されて、議事に入りました。
　本年度は本部が一般社団法人化したこともあり、支部定款・定款施行規則・役員選出規定の変更がありましたが、
いずれの議案も賛成多数で承認され、尾村副支部長の閉会の辞で、
閉会致しました。
　ご出席の皆様、大変お疲れ様でした。尚、議事は以下のとおり
です。
・（一社）山口県宅建協会山口支部　議事
第 1号議案　平成24年度事業報告の件
第 2号議案　平成24年度収支決算報告承認の件
　　　　　　　　　監査報告
第 3号議案　支部定款、定款施行規則、及び役員選出規定の変更（案）承認の件
第 4号議案　平成25年度事業計画及び収支予算書報告の件
・山口地区宅建業税務協議会　議事
第 1号議案　平成24年度事業報告、平成24年度収支

計算書承認の件
　　　　　　　　　監査報告
第 2号議案　平成25年度事業計画（案）、平成25年度

収支予算書（案）の承認の件
第 3号議案　その他の件

山口市長
　渡辺　純忠　様

平成２５年支部総会開催柳井

平成25年度
第１回支部研修会開催予定

　平成25年 3 月26日（火）午後 1時30分より柳井市文化福祉会館（集
会室）において平成25年柳井支部総会が開催されました。当日は27
名の方が出席されました。
　主計総務委員長が司会を担当され、福島副支部長が開会を宣言さ
れました。議長は㈱明和産業　福田支部長が務められました。
　（社）山口県宅地建物取引業協会柳井支部の財産寄付及び事業無
償譲渡の承認を受け解散、精算人の選定の承認後、原案通り全ての
議決が可決・承認いただき福島副支部長が閉会を宣言致しました。

開催日　平成25年 8 月29日（木）
場　所　ベルゼ
演　題　第１講　15：10～16：10

「平成25年度の不動産関連、相
続税、消費税の税制改正につい
て」　　　　　柳井税務署より

　　　　第２講　16：15～17：00
「ハトマークサイトのソフト開
発と費用」
（業法改正・会員間情報交換・
価格査定等）　　　県本部より
　　



平成２５年度役員・組織図
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支部長あいさつ
周南支部支部長　池 田 周 太

周南支部だより

周南支部会員の皆様、平素より支部
協会運営には、ご理解・ご協力を賜り
まして、ありがとうございます。

周南支部は平成25年 3 月 5 日に「一般社団法人山口
県宅建協会 周南支部」を新設、3月15日には設立総会
を開催し、新たなスタートを切りました。総会の後、
創立50周年記念式典を行い、これまでの支部先輩方々
の業績に敬意と感謝の念を送るとともに、次世代に支
部運営を引き渡す責任を、役員を始め、全支部会員が
決意する式典となりました。
さて、本年度の主な支部事業として
①　「価格査定」「不動産フェア（社会貢献事業）」
「無料相談」等の充実を図ります。
　　「価格査定」については、 6月 6 日に多数の会員
方々に参加いただき、無事に行うことができました。
「不動産フェア（宅建芸術祭アンデパンダン）」に

ついては、9 月21日～23日の 3 日間、開催します。
出展される先生方も増え、少しずつ周南地域に根付
いております。本年度は 3 日間で1,500人の来場を
目指します。
②　 4つの委員会を 3つに再編成し、支部活動の効率
化に努め、健全な財務体質になるようにします。
③　木曜会（周南宅建塾）での研修を通じて「中古住
宅流通活性化」の知識向上を図ります。
　　 6月18日に五郎丸会長に講師をお願いして、第１
回宅建塾を開塾しました。
④　新入会員・若年会員を中心に、不動産事業者とし
ての職業倫理観について教育していく仕組みづくり
に着手します。
　　尚、支部定款・施行規則等の規程集を、支部のホ
ームページに載せる予定です。

以上の主な事業を展開し、地域社会の人々より「信
頼される不動産業」を目指して参ります。

平成２５年度支部通常総会開催（平成２５年４月２３日） 総務委員長　藤 井 修 二周南

　平成25年 4 月23日（金）10時30分より周南地区地場産
業センターにおいて平成25年度一般社団法人山口県宅
建協会周南支部及び周南地区宅建業税務協議会の通常
総会が開催されました。
　ご来賓として山口県議会議員の藤井律子様、周南税
務署の福場副署長、中国労働金庫徳山支店の福田支店
長のご臨席を賜り祝辞を頂戴いたしました。
　議長に寺岡雅喜氏（熊毛不動産㈱）を選出し、議長
は定足数の発表（正会員144名）に対し出席者31名委
任状出席77名合計108名を受け、本会議の成立を宣言
し議事に入りました。一般社団法人としてはじめての
総会でありました関係上一時議事が滞る所がありまし
たが、出席会員の皆様からのご支援ご協力を賜り平成
24年度の事業報告及び25年度の事業計画につきまして、
全会一致で承認されました。

　周南支部は非営利型の一般社団法人として、共益事
業や社会貢献事業を積極的に提案実行してまいります
ので、会員皆様のご協力の程宜しくお願い申し上げま
す。

支部長
　三和土地建物㈱　池　田　周　太

副支部長
　㈱司地所　　　　箱　﨑　壽美枝

【備考】　Ｈ２５年度より委員会名が一部変更となりました。社会貢献委員会→業務委員会、人材育成委員会＋情報提供委員会→法務委員会。○は委員長

業務委員会
○㈱司地所　　　　箱　﨑　壽美枝
　㈱五郎丸　　　　五郎丸　孝　士
　木本商事㈱　　　木　本　安　信
　㈲下松不動産　　小　林　拓　宏

総務委員会
○㈲とーか 藤　井　修　二
　㈱朋友商事 森　繁　博　治
　㈱リビングアート 守　田　晴　夫

法務委員会
○㈲ライフアップ周南 大　林　英　之
　㈲アクセス 古　賀　範　基
　㈲ヤシマ 塩　田　　　剛

監事
　三牧不動産　　　三　牧　武　彦
　㈲佐野不動産　　佐　野　　　弘
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平成２５年度価格査定（平成２５年６月６日） 業務委員長　箱　﨑　壽美枝

周南支部だより

周南

　平成25年度価格査定は 6月 6 日（木）13時より周南支
部会議室で行われました。
　多くの会員参加型（43名）で 5 班に分かれ、927ポイ
ントの基準点の見直しを慎重かつ正確に出しました。
価格査定のデーターは宅建協会の財産でもあり、この
サービスは会員業者がお客様より売買依頼を受けた時、
宅建業者として価格評価について意見を述べる根拠で
もあるからです。昨年度は会員から698件の査定依頼
があり、有効に利用されています。
　近い将来、山口県内全域の基準ポイントのデータ
ベース化を行い、会員がパソコンを使ってネット上で
簡単に近隣事例地も出し、売却したい土地の価格査定

「宅建塾」開講にあたり

周南支部創立５０周年式典開催
（平成２５年３月1５日）

下松市より感謝状
（平成２５年４月９日）

業務委員　小　林　拓　宏周南

　「塾」というと子供が通う所のイメージもあります
が、大人が真剣に学ぼうとする場でもあります。萩の
松下村塾はあまりにも有名で、現在でも多くの「塾」
がそれに習って開かれています。
　元々、周南地区の宅建業者は「木曜会」などを通し
情報交換や勉強会等、集うことが得意である。
　今回の「周南宅建塾」は、国の「既存住宅流通活性
化」の方針により住宅業界やリフォーム業界等の不動
産業界への参入が予想される中、宅建業者が世代を超
えて、スキルアップを目指し宅地建物取引全般でイニ
シアティブ（主導権）を取り続けて行く為の勉強会です。

　3月15日、周南市ザ・グラマシー・ホテルにて支部創立50周年
式典が、盛大に開催されました。50年を振り返り、今日の周南支
部があるのも、諸先輩理事の先見性をもった支部運営またそれを
支えた会員のみなさまの努力の賜物と存じます。私たちも次の世
代へよき「周南支部」を継承していきたいと決意を新たにしました。

　周南支部創立50周年記念事業として、周南市、下松市、光市
に図書券を寄付しました。これに対し、下松市より周南支部へ感
謝状が授与されました。

（左より森繁理事、池田支部長、井川市長）

ができるようになります。
　「協会対社会」「協会対会員」「会員対会員」の信
頼の上に成り立つ我々の業務が、毎年行われるデー
ターの積重ねにより、一般消費者の方はもとより、専
門職の方にも説得
できる数値を出し、
有効に活用される
ことを望みます。
　会員の皆様、ご
参加ご協力、本当
に有難うございま
した。

　第 1回目が 6月18日支部会議室にて行われ、テーマ
は「既存住宅流通活性化事業」について、五郎丸孝士
会長が講師を引き受けて下さり行われました。会場に
は、30人を超える会
員が受講し、支部中
の椅子を並べギュウ
ギュウ詰めの中熱心
に 2時間が過ぎまし
た。再び学習への泉
が湧き始めて来たこ
とを実感しました。

トピックス

新
入
会
員
紹
介㈱リアルエステート国広

代表取締役　国弘　紀章
下松市美里町２丁目１４－１５

　平成２５年３月に下松市で開業すること
となりました㈱リアルエステート国広です。
　宅地開発をはじめ、売買物件・賃貸物件
の仲介を業務とし今後、展開をしてまいり
ます。 
　まだスタートしたばかりの会社ですの
で、ひとつひとつのご縁を大切にしてお客
様に満足して頂けるサービスを提供する
ことを日々心がけ精進してまいりますの
で、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

お 知 ら せ
[総務委員会より］

　例年６月に「親睦旅行」を
行っておりましたが、本年度
は気候のよい秋に行う予定
です。詳しくは後日お知らせ
します。

［業務委員会より］
　宅建芸術祭・不動産フェア
（アンデパンダンⅥ）を９月２
１日（土）・２２日（日）・２３日
（秋分の日）に開催いたしま
す。会員のみなさまのご協
力をお願い致します。
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防府支部だより

平成25年 4 月22日（月）13時から、カリヨン203ルー
ジュホールに於いて、第27回防府宅建業税務協議会
定期総会、第 3回一般社団法人山口県宅建協会防府支
部　通常総会が開催されました。
中川支部長の挨拶の後、松浦市長からの祝辞を代読
されました。
その後、議長にリンザイ株式会社の片岡義正氏を選
出し、定足数の発表がなされ、定款15条の過半数を満
たしたので有効に成立した旨宣言されました。
【総社員数86名の内、出席者社員数67名（本人出席
23名、委任状出席44名）】
片岡議長の進行にて、通常総会の第 1号議案：平成
24年度事業報告承認の件から始まり、第 2議案：平成
24年度収支決算書承認の件・田村監事の監査報告が行
われました。

第 1号議案・第 2号議案は関連性があるので一括上
程とし、各担当理事より議案書に基づき内容を説明し
たところ、1 件の質問がありましたが、議長が賛否を
諮ったところ、挙手多数により異議なく可決しました。
第 3号議案：支部会費改訂についての旨、中川支部
長より説明がなされ、議長が賛否を諮ったところ、挙
手多数により異議なく可決されました。
続いて、第 4号議案：平成25年度事業計画（案）承認
の件、第 5号議案：平成25年度収支予算書（案）承認の
件が、各担当理事より議案書に基づき説明がなされ、
議長が賛否を諮ったところ、挙手多数により異議なく
可決となりました。
いずれの議案も賛成多数で承認され、14時に閉会い
たしました。

宅友会ゴルフコンペ開催防府

防府支部　通常社員総会　開催防府

　平成25年 7 月 3 日（水）宇部72カントリークラブ
万年池西コースにて、恒例のゴルフコンペが開催
されました。あいにくの悪天候で午前中でのプレ
ーで終了しましたが、皆さん楽しい時間を過ごせ
たと大満足されました。【参加者15名】
　結果は、右記の通りです。

優　勝：藤　村　泰　則（㈲野村興産）
準優勝：國　弘　次　郎（㈱丸久　不動産事業部防府支店）
３　位：上　田　清　侍（㈱ウエダ）　
４　位：宇多村　智　憲（㈲グランドクオリス）　
５　位：梶　山　　　隆（㈲第一不動産）　
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岩国支部だより

去る平成25年 4 月19日社会福祉会館において、一般
社団法人として第 1回目の宅建協会岩国支部定時総会
が開かれた。正会員総数106名のところ出席者数93名
でもって会が有効に成立したうえで、山口県議会副議
長　畑原基成氏はじめ各方面からご来賓の方々にお越

『事例地見直し委員会のもよう』 （山本）岩国

『支部定時総会と新役員組織系統図』 （村川）岩国

しいただき、総会は華々しく幕を開けた。
一般社団法人化に伴い各委員会が改編されたり、従
来とは若干異なる内容の総会資料ではあったが、さし
たる混乱もなく、新入会員の紹介、議長団の選出等ス
ムーズに会は進行し、盛況のうち正午前に閉会となっ
た。

7月10日不動産会館において、業務委員会主催によ
る恒例の事例地価格の見直しが行われました。今年も
さらなる価格査定精度の向上を目指すため、事例地の
ポイント数を増やし、全ポイント数600箇所設置を目
標に、塩田委員長の号令のもとに開催されました。事
例地の価格は『価格査定システム』に反映するための
大変重要なもので、毎年見直しを行っています。今年
も予定していた時間を約一時間ばかりオーバーすると
いった熱の入りようで、出席者の皆さんの努力の甲斐

あって、ポイント数600箇所以上達成という好結果の
うちに終了しました。データが多いほど精度が増すの
は当然なので、今後も新たなポイントの増設を目指し
ていくもようです。委員長は、この価格査定システム
が宝の持ち腐れにならないよう、広く多くの会員に利
用していただきたいと呼びかけています。住宅地の査
定などには事務局へ足を運び、是非この素晴らしいシ
ステムを利用して下さい。

『その後の岩国錦帯橋空港』 (田中)岩国

　支部行事に関連したことではありませんが、以前
『宅建やまぐち』において岩国錦帯橋空港の記事を掲
載したことがあったので、開港から七ヶ月経過した空
港の現状を、ちょっとだけご紹介いたします。岩国空
港の利用促進をさらに進めようと、先日『岩国錦帯橋
空港利用促進協議会』が発足し、会長には岩国市長が
就任して気勢を上げているようです。開港当初は利用
者年間40万人という目標を掲げていましたが、七ヵ月
後の今日利用状況はどうかというと、運航以来搭乗率
70％台を維持しているとの報告です。これは大変順調

な滑り出しで、高い搭乗率と言えそうです。内訳は観
光旅行での利用が49.1％、仕事が32.3％、その他18.2％
となっているようで、ビジネス面で多くの利用客が見
込めるだろうという当初の予測とは違ったようです。
利用者の住所ごとに分析した場合、山口県在住者の利
用が約 8割に対し、広島県在住者が 2割弱といった状
況です。協議会では今後の課題として、広島県西部地
区の利用者増進に特に力を入れるとのことです。いず
れにしても、スカイツリー遊覧等のブームが去ったあと
も、利用客の減らないことが望まれるところでしょう。
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

５㈫
８㈮
11 ㈪
15 ㈮
19 ㈫
21 ㈭

22 ㈮

25 ㈪

28 ㈭

４㈭
９㈫
16 ㈫
20 ㈯
24 ㈬
25 ㈭

１㈬

８㈬
16 ㈭

21 ㈫

21㈫

22㈬
23㈭
24㈮
27㈪
28㈫
29㈬
31㈮

2 ㈰
５㈬

11㈫
12㈬
13㈭

17㈪

21㈮

27㈭

28㈮

於会館　髙見、塩田
於会館　出席者 9名
於会館　出席者12名
於周南　五郎丸
於東京　五郎丸
於東京　五郎丸
於東京　髙見
於広島　髙見
於東京　西村、神田
於会館　出席者12名
於会館　出席者31名
於山口　五郎丸、髙見、
　　　　塩田

於会館　出席者30名
於会館　西村
於東京　髙見
於山口　五郎丸
於会館　五郎丸、髙見、
於会館　出席者７名
於会館　出席者12名

於会館　出席者10名
於会館　出席者28名
於会館　出席者11名
於会館　松村
於会館　髙見、池田
於会館　出席者568名

於会館　五郎丸、髙見、
　　　　池田、塩田、
　　　　西村　
於山口　髙見　
於会館　髙見
於会館　髙見、池田
於会館　出席者12名
於会館　五郎丸 
於広島　髙見
於東京　五郎丸
於東京　髙見  

於山口　五郎丸
於会館　出席者12名
於山口　西村
於会館　縄田
於会館　出席者12名
於会館　出席者９名
於会館　出席者27名
於広島　五郎丸、髙見
於広島　五郎丸、髙見
於島根　出席者10名

於東京　西村、神田
於東京　五郎丸、池田、
　　　　神田
於東京　五郎丸、池田、
　　　　神田
於東京　髙見

平成25年 3月分　行動経過

平成25年 4月分　行動経過

平成25年 5月分　行動経過

平成25年 6月分　行動経過

「ハトマークサイト山口」システム打合せ
第 6回社会貢献委員会
第 7回総務委員会
周南支部創立50周年記念式典
国交省「中古不動産流通活性化会議」
全宅連・全宅保証理事会
全宅管理理事会
西日本不動産流通機構理事会
宅建試験事務説明会
第 8回常務理事会
第 8回理事会
県住宅課協議

第 1回理事会
第 1回宅建主任者法定講習会
全宅管理事業運営委員会
安倍総理大臣就任祝賀会
「ハトマークサイト山口」システム打合せ
平成24年度期末監査
第 1回総務委員会
　　　　　　　　　　　　
第 1回常務理事会
第 2回理事会
第 1回業務委員会
定時総会打合せ会 
職員採用書類選考
定時総会

県土木建築部審議官来訪

県ゆとり協総会
県企業立地推進室来訪
職員採用試験
第２回業務委員会
システム打合せ
顧問弁護士打合せ
全宅連･全宅保証理事会
全宅管理理事会

林農林水産大臣就任祝賀会
第 2回総務委員会
やまぐち犯罪のない安心安全なまちづくり協議会
第 2回宅建主任者法定講習会
第 3回業務委員会
第 2回常務理事会
第 3回理事会
全宅連西日本地区指定流通機構協議会
西日本不動産流通機構理事会・総会
中国地区不動産公正取引協議会
　　　　　　　　理事会・総会
宅建試験事務説明会
全宅連総会

全宅保証総会

全宅管理総会

宅建ブログ「教学相長」
……東西南北～西篇～

～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

　分譲マンションの販売をしていると、売れる部屋の順位が予めある程度予想できる。上層階
から下層階に向って売れていき、それと共に南東の角部屋が先に売れ、次に南西の角部屋、中
部屋の順番に売れていく。
　なぜ東の部屋が西の部屋より人気があるのか？以前、東西南北のうち日本人が好む方向は
南・東・西・北の順だと書いた様に、どうも東側の方に人気がある様だ。東側は朝日が燦燦と
降り注ぎなんとなく健康的な感じがするが、西側は西日が当たり、特に夏の西日は嫌われる。
　私なら南東の角部屋か南西の角部屋かを選択する場合、外の景色に特に違いがないなら
南西の角部屋を選ぶ。
　昔の日本の家屋は、自然との調和の中で家の方向を考えたり、軒の長さで夏・冬の太陽の
光の調節をしたりして工夫がしてあった。現在では空調設備が整い、夏の西からの太陽光も
遮光カーテンがあれば何の問題もない。地球は東向きに自転をしているので、大気が西風に
変化し偏西風となって年中を通じて吹いている。天気のいい日は西から風が入り、天気が崩れ
始めると東からの風が吹くことが多い。（季節風は、夏は海側から大陸側へ、冬は大陸側から
海側に流れる）この西からの風が大変心地いいので、西に風の取り入れ口の無い部屋は私に
とっては快適な部屋とは言えない。
　世界のリゾート地も、〝サンセット〟で有名なリゾート地は沢山あるが、〝サンライズ〟で有名
なリゾート地はあまり聞かない。要は、有名なリゾート地は西向きが多いということだ。
　東の言葉の語源は、東から太陽が昇る→日頭（ひがしら）が見える→〝東〟になり、西の言
葉の語源は、日が沈む→日死（ひし）→〝西〟になったと言う説がある。（真意は定かではない
が）
　そのあたりからも、西の方向を日本人は好まなくなったのかなぁ…

（1）３４１８
（1）３４２１
（1）３４２２
（1）３４２３

宇部
周南
萩
宇部

㈱ジオパワーシステム
㈱リアルエステート国広
㈱秋田不動産
石本住販

橋本　真成
国弘　紀章
秋田　寛行
石本　和彦

1
2
3
4

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
新 入 会 員

（14）３００
（12）７６１
（５）２５７８
（５）２４８９
（３）２９６１
（14）１９４
（７）２０３３
（３）２８５４
（９）１５６１
（２）３１３９
（12）９２２
（３）２８０７

岩国
岩国
山口
山口
宇部
下関
周南
周南
下関
周南
岩国
下関

旭不動産㈱
㈱浅田工務店
㈲かつら住宅
㈲コスモ技研
塚原建設㈱
三和不動産
サンアイ地建
㈲マロニエファミリークラブ
㈲大清不動産
棟近不動産㈱
松屋産業㈱
フジ総合不動産㈲

 三上　佳寛
 浅田節二郎
 鈴尾里恵子
 中川　　勝
 塚原　猛雄
 兒林　毎介
 藤井　貞夫
 三木　秀夫
 梅田　清憲
 棟近　敏泰
 松塚　展門
 藤岡　希人

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
退　　　　会

他界会員
（14）１９４
（４）２６８３
（10）１４２６
（２）３２２５

下関
岩国
宇部
柳井

三和不動産
㈱サンマネジメント
㈱桃山地所
㈱オレンジハウス

兒林　毎介
辻　堅太郎
垰坂　正純
杉本　行輝

1
2
3
4

支部No 免許番号 商　号 代 表 者



柳井支部　福島　誠司

44 柳井支部

今年も例年通り、7月1日に路線価が発表され政令指定
都市の東京・大阪・名古屋・福岡の中心市街地の上昇を除き、
商業地を含め地価の下落傾向は縮小したとは云え、基本
的にはここ15年間下落が続いている。
本来、地価は鉄道、バス等の駅又はターミナルに所在
する中心市街地の需要・供給のバランスを基本に算定又
は査定される点が一般的と考えられる次第であるが、近
年（ここ20年間）に於いては物流形態の変革や商業の集
積に依る大型化に伴い、郊外型店舗が人口背景を無視し
た程の無秩序さで出店攻勢が継続した結果、駅を中心と
して中心市街地の商店街の衰退と併せて、空き店舗の顕
在化が進展、更に物販市場での境界の崩壊が一層進み、
従来の卸業者が小売業に進出、外的要因としてグローバ
ル化に伴う商社の直轄店舗の拡大等の為、益々、街並み

の空洞化が進展してしまった状況である。
結果、県の県庁所在地である山口市はここ数年県内で
は例外的に人口の増加傾向にあっても、地価は県庁所在
地にあって全国の44位に位置する不名誉な状態となって
いる。
企業城下町・学園都市・歴史・文化観光都市の要素を
加味した「街創り」が粘り強く求められるところである。
第二次安倍内閣のもと、強力な指導力を発揮して頂き、
参議院のねじれを解消、デフレを脱却、景気を浮揚、雇
用の拡大等を実現し、山本知事に依り、県内の「商店街
再開発事業」の企画及び、「中小規模の工業、ＩＴ関連事業」
の強力な振興策の実施を企り、力強い山口県創造に向け、
頑張って頂きたいものである。

　柳井市の半島部、阿月地区に360年以上継承される伝統
行事毎年2月11日に行われています。
　壮大な火祭りで、平成21年1月に国の重要無形民俗文化
財に指定。その起源は、宮中の行事「左義長」が民間に伝
わった俗称「とんど」と神明信仰の習合した神明祭に小早
川家の軍神祭が習合した祭事といわれています。
　祭り当日の早朝から、身を清めた白装束の若者たちが酒
樽に棒をかけて担ぎ練り歩き（じょうげ）法螺貝の合図で
高さ20ｍの御神体を東･西神明宮前に2本起し立てます。
その後、新婚の男子を海に投げ込んで祝福（水祝い）神明
太鼓や祭りの特色の一つ神明踊りも披露され、夜最後に子
孫繁栄と今年一年の厄除けを祈って御神体に火をつけて（はやし方）終わりとなります。

発行所（一社）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　法務委員長　西 村 俊 爾

〒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。

阿月の神明祭《国指定重要無形民俗文化財》

平成25年4月12日ＯＰＥＮされました。
〒742-0111　柳井市日積4150-1　TEL0820-28-5437　定休日　毎週木曜日
営業時間　
【直売店】9：00～17：00　
　地域の新鮮な農林水産物、季節を感じる品ぞろえです。
【農家レストラン山里ひづみ（バイキング方式1時間）】11：00～15：00
　地元の食材を使った美味しくて体にやさしい料理です。（大人1,260円　シニア（70歳以上）1,050円）
　農業体験、自然体験、そば打ち体験などをすることができます。地域のコミュニティ活動にも利用できます。

ふれあいどころ４３７《柳井市都市農村交流施設》

太陽からやってきた金魚ちょうちんが大好きな王子様
にっぽん晴れの太陽をベースに、顔は柳井市の民芸品『金魚ちょうちん』
を連想させており、王冠に地下足袋というお茶目な容姿。

柳井市の観光マスコットキャラクター「ハレマル」

柳井支部　大上　　萬

・・・

・・・


	01.pdf
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

