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柳井の秋（柳井市） 柳井支部　秋 田 京 子

山口県の四季

秋

【茶臼山の夕日】
茶臼山古墳は、4世紀終から5

世紀初めに造られた前方後円墳で
す。全長約90ｍで山口県では平
生町の白鳥古墳に次ぐ大きさです。
この古墳は、明治25年（1892）

地元の二少年が偶然発見しました。
このとき発掘された出土品の中で、
単頭双胴怪獣鏡（大鏡）は直径44.8
㎝あり古墳から出土した鏡では日
本で最大のものです。
柳井から田布施・平生の低地一

帯はかつて海であったといわれて
います。ここでは、この海を再現
し、海に臨んで作られた熊毛王の
古墳の位置が一望できるように
なっています。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp

【大畠瀬戸】
周防大島（屋代島）との間にある大畠瀬

戸は、日本三大潮流の一つに数えられていま
す。その渦潮は「万葉集」に歌われるほどの
迫力があり、自然の力強さと海の雄大さを感
じさせます。現在、瀬戸には連続トラス橋と
しては世界２位の長さを誇る大島大橋（全長
1020ｍ）が架かっており、橋上から渦潮を
楽しむこともできます。
また、鯛釣りのメッカでもあり、シーズ

ンには多くの太公望でにぎわいます。

一般社団法人
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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
一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会
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第１回 本部研修会報告書
　平成25年度の本部研修会「第１回山口県不動産研修
会」が、平成25年８月27日、山口県セミナーパークに
て開催されました。今回は、第１講がハトマークサイ
ト山口の新システムについてでしたから、各社の担当
者の方が来られて、従業員参加が42名あり、総数181
名の参加をいただきました。定刻に西村法務委員長の
司会で始まり、五郎丸会長の挨拶の後に、西日本レイ
ンズシステムサポートセンターの、担当チーフ宮﨑俊
行様と、チーフＳＥ米田武一様による、演題「ハト
マークサイト山口 新システムについて」が、第１講
として講話していただきました。「サイト山口」の新
システムと言う事で、皆さん真剣に聞
かれていました。「サイト山口」の運
営規程から、情報提供システムに関す

る規程・会員間情報交換システムに関する規程・「サ
イト山口」全体規程・「サイト山口」処分規程などを、
細かに説明していただきました。
　第２講は、「中古住宅流通活性化について」という
演題で、五郎丸孝士会長を講師に、講話をしていただ
きました。日本の住宅市場の現状から始まり、政府の
住宅政策の変更・不動産流通市場活性化ヘ向けた５つ
の政策　イ）消費者にとって必要な情報の整備・提供
　ロ）住み替え支援など多様な手段による流通化の促
進　ハ）不動産の価格の透明性の向上　ニ）宅建業者
及び従業員の資質の向上　ホ）先進的な不動産流通ビ

ジネスモデルの育成と普及、
そして、今後一般社団法人山
口県宅地建物取引業協会が取
り組む課題を説明されて、予
定通りの時間に終了されまし
た。五郎丸会長の、長時間に
わたる講演に感謝して、参加
された会員や従業員の皆様、
大変ありがとうございました。
法務委員会の皆さん、大変お
疲れさまでした。ありがとう
ございました。

　去る８月８日（木）、山口県不動産会館に於いて平
成25年度不動産無料相談員研修会が開催されました。
当日は県下８支部において選出された相談員の皆様を
はじめ、常務理事の皆様、御多忙中にもかかわらず31
名の方々にお集まり頂きました。今回は中山・石村法
律事務所の弁護士 中山修身先生をお招きし、最近、
特に無料相談に於いて相談件数の多くを占める賃貸借
契約に於ける敷金返金、原状回復について「賃貸住宅
の契約・敷金精算に関する相談への対応について」を
テーマに昨今の判例、ガイドラインについての詳細説
明など、具体的な事例を中心に大変有意義な説明を頂
きました。原状回復のトラブルを未然に防ぐ為には、

契約時に原状回復条件を契約書に明記することによっ
て賃貸人、賃借人の双方が原状回復に合意しているこ
とが大切であること、又、契約時に於いて合意が重要
であることと同様に退去の際に対象箇所の破損、汚れ
の状態を確認し、費用請求の生じる場合はその精算を
具体的に示すことがトラブルを防ぐポイントでもある
ということです。
　不動産の無料相談業務は、協会の社会貢献事業とし
て大きなウエイトを占めています。今後も、宅建協会
と社会との信頼の構築の為にも、会員の皆様の更なる
御協力と御理解をお願い致します。

相談員研修会開催される
法務委員長　西　村　俊　爾

西日本レインズシステム
サポートセンター　
担当チーフ　宮﨑 俊行 氏

西日本レインズシステム
サポートセンター　
担当チーフ　宮﨑 俊行 氏 会長　五郎丸　孝士会長　五郎丸　孝士 倫理綱領唱和倫理綱領唱和

中山・石村法律事務所　中山修身先生中山・石村法律事務所　中山修身先生 研 修 会 風 景研 修 会 風 景
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 この度の規約改正に伴い、ハトマークサイト山口が新しくなりました。単に表紙が変わった程度の変更では
なく、全く別のポータルサイトが立ち上がりましたので、いくつかの新しい機能をご紹介させていただきたい
と思います。
１．会員間情報交換システム
かねてより要望のありました会員間の情報交換がスムーズに行えるようになり、何よりも一般のお客様の
手元に渡る自社、他社の物件資料が、統一性をもち、とても整ったものとしてご提案出来るようになりまし
た。
２．らくらく契約書パック（売買版）
一旦サイトに登録いただいた物件に関して、契約書から取引台帳まで、売買に関わる約40種類の関連書類
に自動反映されるようになっており、使っていただければその便利さを実感していただけるはずです。
今後も、中古住宅流通支援ツールなどを盛り込み、大きく変わり始めた不動産取引の現場において強力な営
業支援ツールにすべく注力して参りますので、皆様是非ご活用下さい。

新しい「ハトマークサイト山口」
業務委員長　塩田　博志
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　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、2013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25年度　戸建住宅査定標準単価データ
木造　　山口県全域　　151, 400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〔2012年度版〕をご使用の方のための更新データです。〔2013年度版〕を
お持ちの方は、更新の必要はありません。

2013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

※ソフトの取得・利用方法
①ハトマークサイト山ロパソコン会員入口より、各会員毎のID・パ
スワードを入力し、ログインします。
②パソコン会員メニュー画面上部に「らくらく契約書」のボタンが
ありますので、クリックすると説明ページが開きます。
③説明ページの下の方に「インストールファイル・フルインストー
ル」の文字がありますのでクリックします。
④ソフトを実行する旨のメッセージが表示されますので、「実行ボ
タン」を押すと、ソフトのインストールが始まります。

　※パソコンによっては、上記メッセージが異なる場合があります。
「実行ボタン」が表示されない場合は、ソフトを一旦、パソコン
にダウンロードし、インストール作業を行ってください。
⑤インストールが完了すると、パソコンのデスクトップにアイコン
が表示されます。
⑥アイコンをダブルクリックすると、ソフトが起動します（初回の
み利用登録を行います。）

「作成ウィザード」で簡単書類作成
　画期的なのは、ソフトを起動させると、まず最初に「契約書作成ウィザード」が立ち上
がることです。新しく書類作成したいのか、既に作成した書類を開きたいのかなど、自分
の目的に応じて案内画面に従って進むと、そのまま作りたい書類の編集画面が開く仕組み
で、その名の通り「らくらく」と書類が完成します。

「ハトマークサイト山口」との連動で、物件データの取り込みが可
能！
　ハトマークサイト山口に登録している物件データを利用して書類を作成することも可能
で、自社物件リストや物件番号から物件を選択して取り込めば、物件所在地、面積、価格
などが自動的に入力されます。また、収録帳票は媒介契約書や重要事項説明書、売買契約
書、取引台帳など全部で40種類。書類間のデータは連動するため、入力の省力化が図れ
ます。

豊富な特約事項テンプレートや斜線ツールで素早く書類作成
　簡単に契約書類を作成できるように特約事例集を整備。瑕疵担保責任やローン、買い戻
しなど様々な場合を想定して文例を収録していますが、文例は自分の業務に応じて編集や
追加も可能。編集した特約は保存も可能で、簡単に書類挿入も出来ます。
　また、重要事項説明書などで斜線を引きたい場合、斜線ツールを利用すれば画面上で簡
単に斜線や打ち消し線を引くことができ、充実の機能で素早い書類作成を後押しします。

会員向け業務支援ソフト
【らくらく契約書（売買版）】を導入！！

～「ハトマークサイト山口」との連動で契約書の作成が簡単に!～

▲トップ画面で物件の契約状況や売り
　主・買主情報が確認できます。

▲目的に応じてナビゲートしてくれるので
　作りたい書類が簡単に作れる
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　第183回通常国会において「大規模災害からの復興に関する法律」が可決成立し、本年 8月20日より施行されま
した。これに伴い「宅地建物取引業法施行令」が改正され、重要事項説明の説明事項が追加されました。

【概　要】

１．宅地建物取引業法施行令第３条の改正点
　今般、復興法第28条第４項では、復興整備事業の円滑な実施を確保するため、届出対象区域（※）におい
て、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築等を行う者に対し、当該行為に着手する前に当
該行為の種類、場所等に関する事項を市町村長に届け出ることを義務付け、また、同条第５項では、当該事
項を変更しようとするときにも、その旨を当該市町村長に届け出ることが義務付けられた。
　これらの届出義務については、届出をしない場合等に罰則がかかるなど、これを知らないで当該宅地又は
建物を購入等した者は、不測の損害を被る恐れがあるため、当該届出義務を新たに説明すべき重要事項と位
置付け、宅地建物取引業法施行令において所要の改正を行う。
（※）届出対象区域とは、復興法第28条第１項に基づき、復興計画の計画区域のうち復興整備事業の実施区域の全部ま

たは一部について、市町村が指定するものをいう。
２．「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点
　１．で述べたように宅地建物取引業法第35条第１項第２号の法令に基づく制限として、復興法第28条第４
項及び第５項を追加することから、ガイドライン中の重要事項説明書において所要の改正を行う。

詳細につきましては、山口県宅建協会ＨＰの「お知らせ」欄をご参照下さい。
（９月１日更新：「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び「宅地建物

取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について ）

「宅地建物取引業法施行令」等の一部改正及び「大規模災害
からの復興に関する法律」の施行に伴う重要事項説明の追加

第183回国会（常会）平成25年1月28日～平成25年6月26日で成立した宅地建物取引関連の主な法律

不動産特定共同事業の活用の一層の推進を図るた
め、一定の要件を満たす者が届出により特定の不
動産特定共同事業を営むことを可能とするととも
に、その業務の委託を受ける不動産特定共同事業
者について必要な規制を行う等の措置を講ずる。

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対
する安全性の向上を一層促進するため、要安全確
認計画記載建築物の耐震診断の実施の義務付け、
耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を講ず
る。

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現に資するため、障害を理由
とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
行政機関等及び事業者における障害を理由とする
差別を解消するための措置等を定める。

大規模な災害の被災地において、当該災害により
借地上の建物が滅失した場合における借地権者の
保護等を図るための借地借家に関する特別措置を
定める。

大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を
受けた場合に、区分所有建物及びその敷地の売
却、区分所有建物の取壊し等の必要な処分を多数
決により行うことを可能とする特別の措置を講ず
る。

不動産特定共同
事業法の一部を
改正する法律

建築物の耐震改
修の促進に関す
る法律の一部を
改正する法律

障害を理由とす
る差別の解消の
推進に関する法
律

大規模な災害の
被災地における
借地借家に関す
る特別措置法

被災区分所有建
物の再建等に関
する特別措置法
の一部を改正す
る法律

国土交通省

国土交通省

内 閣 府

法 務 省

法 務 省

平成25年6月17日

平成25年5月22日

平成25年6月19日

平成25年6月19日

平成25年6月19日

平成25年6月21日

平成25年5月29日

平成25年6月26日

平成25年6月26日

平成25年6月26日

公布から6月以内

公布から6月以内

平成28年4月1日施行
（但し、一部規定は
公布の日から施行）

公布から3月以内

公布の日から施行

法 律 名 所 管 成 立 日 公 布 日 施 行 日 備 考
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Web TAX TV
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　ハトマーク支援機構は、全宅連の会員である宅建協会並
びに傘下会員事業者のために一助となるような実効性ある
支援等がスピーディーに実施できるよう、公益目的事業比
率等の事業制約がある公益社団法人となった全宅連とは別
に、会員業務支援に係る組織として設立されました。
　当機構は初期費用を抑える目的から『小さく生んで大き
く育てる』をモットーに、末永く皆様方のご期待に沿える
組織として、維持継続できることを前提に、「フィービジ
ネス（斡旋事業等）」を中心に据えて行って参りますので、
是非とも皆様方のご理解、ご協力を賜りたく存じます。

【ハトマーク支援機構ホームページ】
http://www.hatomark.or.jp/

※会員専用ページへの「ユーザー名」、「パスワード」は、
山口県宅建協会の事務局へお問い合わせ下さい。

【事業者紹介】

ハトマーク支援機構のご案内
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　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、立入調査を実施する予定です。
　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23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、本年度
は特に次の項目を重点的に実施する予定とし
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
☆報酬の受領の状況
☆手付金等の保全措置の状況

　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。

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

　大規模災害からの復興に関する法律（以下「復興
法」という。）が８月20日から施行されたことに伴い、
宅建業法施行令の一部が改正され、同日から施行され
ました。
　復興法では、復興整備事業の円滑な実施を確保する
ため、復興計画の計画区域のうち、復興整備事業の実
施区域の全部または一部について市町村が指定する届

出対象区域において、土地の区画形質の変更、建築物
等の新築、増改築等を行う場合は市町村長への届出が
義務付けられました。
　この届出をしなかった場合等に罰則がかかるなど、
これを知らないで当該宅地又は建物を購入した者は不
測の損害を被る恐れがあるため、当該届出義務が説明
すべき重要事項として追加されました。

「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

県
住
宅
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

集団扱自動車保険のご案内
集団扱自動車保険の特長

山口県宅建協会
会員の皆様へ

（お問い合わせ先）
　富士火災海上保険株式会社
　山口中央支店　ＴＥＬ：０８３-９７２-8730
　　　　　　　　FAX：０８３-９７２-8731
　周 南 支 店　ＴＥＬ：0834-３１-2117
　　　　　　　　FAX：0834-31-8572

１保険料が５％OFF！（一括払の場合）
２通常の分割払より約5％お得！（12回払の場合）
３ご契約時は、キャッシュレス！
４自動車保険の無事故割引はそのまま継承（注）

　（注）一部等級を引き継げない共済があります。

５役員・従業員の自動車も集団扱自動車保険でお得に！
６お車を2台以上お持ちならノンフリート多数割引を適用！
　※ご契約の台数により下記のノンフリート多数割引が適用さます。
【割引率】２台…1％、3～5台…3％、6台以上…5％

富士火災で初めて自動車保険にご加入いただく場合（注）

保険開始日より1か月早くご契約いただ
ければ集団扱の割引にプラスして「早期
契約割引｣を適用できます（ノンフリート契
約に限ります）。

保険料が約3％0FF ！
（注）純新規契約（保険の割引・割増を継承する他

の保険契約がない契約）、または他社からの
ご契約の場合をいいます。

こんなに

お得

さらに

割引
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下関支部だより

下関

　山口県宅建協会下関支部創立55周年記念事
業が、平成25年９月20日㈮に、シーモールパ
レス３階（ダイヤモンドの間・エメラルドの
間）において、盛大に執り行われました。
　まず15時からの記念講演では、ダイヤモン
ドの間におきまして、第１講として｢スマー
トシティ構想への取組｣と題して、北九州市
環境局環境未来都市推進室長　加茂野秀一様
に、講演していただきました。第２講として
は、｢下関市近未来構想の提言｣と題して、九
州工業大学工学研究院建設社会工学研究系准
教授　徳田光弘様に、講演していただきまし
た。
　引き続き、17時30分よりダイヤモンドの間
におきまして、記念式典を執り行いました。
　上原下関副支部長の開会の辞に始まり、国歌斉唱と
他界会員に対する黙祷を執り行い、林眞一郎下関支部
長の歓迎の辞、一般社団法人山口県宅地建物取引業協
会　五郎丸孝士会長に式辞をいただき、下関市長　中尾
友昭様に来賓祝辞をいただきました。そして歴代支部
長の中から、武田修道様・林利光様・上原祥典様に、
感謝状を授与しました。その後、下関支部から災害見
舞金を、林支部長より下関市長に贈呈しました。そし
て55年を振り返って、思い出の映像（支部の歩み）を
見ていただきました。昭和30年代の写真にとても感動
を受けましたが、あまりの変わりように驚きを隠せま
せんでした。各界からの祝電披露の後、白川下関副支
部長の閉会の辞で、無事に祈念式典を閉じました。
　そして18時30分より、場所をエメラルドの間に移動

しまして、記念祝賀会を開催いたしました。安倍内閣
総理大臣代理　配川筆頭秘書様をはじめ、各界から大
勢の来賓に参加していただき、協会からも五郎丸会長
をはじめ、高見副会長・友弘専務理事・各委員長及び
支部長他関係者の方にお越しいただき、心より感謝し
ております。
　当支部は、昭和34年４月に下関不動産組合を組合員
数25名で設立して以来、55年の歴史を重ねてきました。
歴代の支部長をはじめ、数多くの方の御尽力でここま
で参りました。
　この歴史に恥じぬように、次の100周年に向けて、
下関支部のさらなる発展と、県本部のご協力をお願い
して、次の世代が頑張ってくれることを、心より期待
しています。
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宇部支部だより

平成２５年度第１回研修会開催宇部

　８月１日㈭午後１時30分より国際ホテル宇部にて第
１回研修会が開催されました。
　土岐山副支部長の司会進行により、松村支部長挨拶
の後、研修会が始まりました。
　第１講目は、㈱オリエントコーポレーション 顧客
営業推進グループ 副部長 小林祥晃様より「家賃保証
制度活用による入居促進について」のお話しをしてい
ただきました。賃貸を主業務とされている会員さんも

新規入会会員のご紹介宇部

ＴＹＳ住宅展示場へ土地情報提供宇部

　８月31日から開催されたＴＹＳ住宅展示場イベント
へ土地情報を提供しました。
　時間のない中、皆様のご協力に感謝いたします。
ありがとうございました。

㈱ジオパワーシステム
代表取締役　橋本　真成
美祢市秋芳町別府2604番地１
電話　0837-65-3511
Fax　 0837-65-3510

多く、普段はあまり研修会に参加されない方も多く参
加されました。
　次いで、第２講目は、山口県宅地建物取引業協会 
五郎丸孝士会長より「中古住宅流通活性化について」
のお話をいただきました。長時間のお話しでしたが、
皆さん熱心に聞かれ質疑応答も多くあり、予定時間を
オーバーしてしまいました。五郎丸会長、有意義なお
話をありがとうございました。

五郎丸孝士会長五郎丸孝士会長

石　本　住　販
代表者　石本　和彦
宇部市大字東須恵880-2
電話　0836-39-9777
Fax　 0836-39-9777
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山口支部だより

第１回 支部研修会開催 山口

８月５日㈪13時25分より、山口市湯田温泉「セントコア山
口」にて25年度第 1回支部研修会が開催されました。
篠原理事（シノ不動産㈱）の司会進行により、西村支部長
（㈱アーバンエステート）挨拶の後、研修が始まりました。
研修の第 1 講目は、山口税務署統括国税調査官　藤井　睦史
氏より「平成25年度税制改正相続税・贈与税について」その要
点を説明していただきました。
次いで、第 2 講目は、日本政策金融公庫山口支店長　小島　
重樹　氏より「最近の経済情勢からみた不動産市場の見通し」
をお話しいただき、同 山口支店課長代理　江口　真治 氏からは
「不動産業向け融資制度について」の説明がありました。
第 3講目には、まだ取り組んでいない人のために、日本賃貸保証㈱ 広島支店長 吉田 拓人氏より「連帯保証人に

代わる賃貸保証システムについて」の説明が
ありました。
休憩の後、第 4講目は税理士の高橋　克行
氏による「不動産をめぐる節税策あれこれ」
と題して、節税のヒントを教えていただきま
した。
研修会の内容は、多岐にわたりましたが、
出席者は、熱心に受講されていました。

第２回 支部研修会開催 山口

10月 2 日㈬13時より前回研修会と同じ会場
「セントコア山口」において第 2回支部研修会
が開催されました。
今回の研修会は、先日セミナーパークで開催
された、県本部主催の研修会の内容を、実務に
活かせるようにするため開催されました。
第 1講目は、（一社）山口県宅地建物取引業
協会　五郎丸会長より国土交通省が推奨する中
古住宅流通活性化に向けて、全国の宅建協会が
取り組んでいく課題を、最新の情報も加えお話
をしていただきました。
第 2講目は、同協会　髙見副会長より「全宅管理事業と入会のご案内」を説明していただきました。
第 3講目は、西日本レインズシステムサポートセンターの宮﨑氏、米田氏二名の講師より「ハトマークサイト山
口　新システムについて」を講義していただきました。
システムの運用より 1ヶ月が経過し実際に利用して不明な点があればという事で、ちょうど良いタイミングでは

なかったかと思
います。
次回の第 3回
研修会は12月初
旬開催予定です。

山口税務署統括国税調査官
藤井　睦史　様

税理士　高橋克行　様

日本政策金融公庫山口支店長
小島　重樹　様

日本賃貸保証㈱ 
広島支店長 吉田 拓人　様

日本賃貸保証㈱ 
広島支店長 吉田 拓人　様
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防府支部だより

　平成25年 8 月22日㈭13時より、支部会議室にて、平
成25年度事例地調査を開催しました。本年度は23名の
会員の方に参加していただき、5 人 1 組でグループを
作り、査定しました。
　皆さんそれぞれの経験で培った知識を結集し、無事

終了しました。
　来年は、より多くの会員の方にご参加いただき、
各々の経験を生かした査定精度向上を図りたいと思い
ます。

平成25年度事例地調査を実施防府

　平成25年 9 月19日㈭13：30より、ＪＲ防府駅前にあ
るアスピラート（防府市地域交流センター）2 Fにて、
不動産研修会を開催しました。
　当日の参加者は28名で、講師は、（一社）山口県宅
地建物取引業協会会長五郎丸孝士様で、研修内容は
「中古住宅流通活性化について」で、8 月に行われた
県の研修会の内容に加えて、「これからの不動産業の
あり方」を含めた内容の濃い、とても参考になる講義

をしていただきました。
　また、県本部が今後しようとしている事も含めて
様々な考えを話され、防府支部会員の皆さんも、深く
頷いて聞いている様子でした。
　その後は、中国労働金庫ローンセンター防府店の所
長様より、労動金庫住宅ローンの概要と積極的な融資
取り組み姿勢を話されました。

不動産研修会開催防府



　 9月21日・22日・23日の 3日間、周南市文化
会館 3 階展示室において宅建芸術祭・不動産
フェア（アンデパンダンⅥ）を開催しました。
　〈アンデパンダン展〉とは、フランスのパリ
で1884年以降開催されている無鑑査・無褒章・
自由出品の美術展の名称で、保守的な審査のサ
ロンに対抗して、一般市民が肩肘を張らずに参
加できる展覧会のことをいいます。
　周南支部では、平成10年に第 1回目のアンデ
パンダン展を開催し、以後平成11年、12年、13
年、そして昨年平成24年に11年ぶりにアンデパ
ンダンⅤを行い、本年の第 6回目に続いていま
す。
　地元周南地区で文化・芸術活動を積極的に
行っておられる芸術家の先生、趣味のサーク
ル、各種文化教室などに呼びかけ、昨年の 8団
体から今年はさらに 3団体増えて11団体の合同
作品展となりました。
　前日に会場準備はしましたが、当日も各団体
は最後の飾付けに余念がなく、初日開始の10時
にはすでに多くの人が会場内にあふれていて、
あやうくオープニングセレモニーが出来なくな
るところでした。
　会場は初日から 3日間常に人であふれ盛況で
した。今年は会場内に喫茶コーナーを 3カに増
やし、お菓子とコーヒーを無料で提供し、疲れ
たら休めるのと座ってゆっくり話せるのが好評
のようでした。また、初参加の「パンとお菓
子」のブースでは作りたてのパンが飛ぶように
売れ、作るのが間に合わなかったようです。
　初参加といえば絵画と陶芸のブースが一緒の
スペースに収まり、とても落ち着いた芸術的な
雰囲気を醸し出していました。
　最後に参加いただいた先生方をはじめ、準備
の手伝いをされた会員の方々、皆様の協力のお
かげで無事終了でき、有難うございました。
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周南支部だより

宅建芸術祭　不動産フェア（アンデパンダンⅥ）開催
観て参加して交流して　つなげよう文化芸術の輪 業務委員長　箱﨑壽美枝周南

支部長あいさつ支部長あいさつ 初日から多くの人が初日から多くの人が

押し花
岡 明代 先生
押し花

岡 明代 先生
刺繍

兼安 浩子 先生
刺繍

兼安 浩子 先生
パンお菓子教室
倉地 千恵子 先生
パンお菓子教室
倉地 千恵子 先生

書道
佐伯 喜誠 先生

書道
佐伯 喜誠 先生

好評の喫茶コーナー好評の喫茶コーナー あっという間にパンが…あっという間にパンが…

陶芸と絵画陶芸と絵画 活気にあふれて活気にあふれて

商品券が当たりました商品券が当たりました〔会場の11のブースと先生方〕〔会場の11のブースと先生方〕 不動産無料相談コーナー不動産無料相談コーナー
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第１回　周南支部研修会（平成２５年８月１２日　地場産センター）

周南支部だより

周南

第１講　不動産関係税制の主な改正点
　　　　講師　徳山税務署　資産課税部門
　　　　　　　統括国税調査官　西迫健吾　様
　平成23年度、24年度、25年度の３年間の不動産関係
税制の改正のポイントを、要点をまとめたレジメを
使って分かりやすくご説明頂きました。
　お客様の税に関する質問には正しく説明でき信頼に
つなげるとともに、不動産税制は国の土地・住宅政策
の要でもあり、改正点を通じて国の向かう方向を占う
ことも必要でしょう。

「ハトマークサイト山口」講習会開催　 法務委員長　大林　英之周南

平成25年10月 7 日　周南支部会議室にて
講　師　西日本レインズ・システムサポートセンター
　　　　担当チーフ　宮崎俊行　様
　　　　チーフＳＥ　米田武一　様
　９月２日に「ハトマークサイト山口」が新しいシス
テムに移行しました。
　約１か月が経過し、実際に物件検索や物件登録、ま
た様々な機能を使ってみて、使い方の分からない点、
やってみたけどうまくいかなかった点など出てくるも
のです。そこでシステム開発者にお越しいただき、基

第２講　中古住宅流通活性化について
　　　　講師　（一社）山口県宅地建物取引業協会
　　　　　　　　　　　会長　五郎丸孝士　様
　国の住宅政策が、「フローからストックへ」「既存
住宅流通活性化」へ大きく変わろうとしています。こ
の急激な変化の中で不動産業者がイニシアティブを
取って中古住宅流通のワンストップサービスが提供で
きるかが課題となります。
　価格の透明性、インスぺクション、瑕疵保険などの
詳細な説明と考え方、業務上の問題点、今後の課題を
膨大な資料をもとに具体的に研修頂きました。

（出席47名）

本的な利用方法の解説を受けるとともに、分からない
点にお答えいただく実務者講習会を行いました。様々
なレベルの質問に丁寧にお答えいただき、また知らな
い利用方法あ
り、目からウ
ロコのような
内容ありでお
おいに勉強に
なりました。
（参加24人）

フラワーアレンジメント
坂本 照子 先生

フラワーアレンジメント
坂本 照子 先生

ドイツ・オーストリアのゲビンデ（手工芸）
西川 久子 先生

ドイツ・オーストリアのゲビンデ（手工芸）
西川 久子 先生

布花
半田 君江 先生

布花
半田 君江 先生

陶芸
藤本 満俊 先生

陶芸
藤本 満俊 先生

絵画
牧野 樹熙 先生

絵画
牧野 樹熙 先生

革工芸
松原 ヤヨ子 先生

革工芸
松原 ヤヨ子 先生

キルト
村田 美代子 先生

キルト
村田 美代子 先生

参加支部会員数　25名
一般来場者数　1,051人

（アイウエオ順）

法務委員長　大林　英之
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萩支部理事　長門土地建物　河野　勝俊

柳井支部理事　㈲サンクス　秋田　京子

萩

開 催 日　９月25日㈬
会　　場　サンライフ萩
　　　　　午前11時から午後５時
出席人数　25名
研修内容
⑴　萩市空き家バンクについて
　　　　講師　萩市総合政策部企画政策課

　　　　　　　　課長　福島　康行・白神　英志
　

⑵　相続・遺言の公正証
　書について
　　講師　公証役場
　　　　　公証人

　松田　謙太郎

萩支部だより

柳井支部だより

　平成25年８月29日㈭午後３時よりベルゼにおいて柳
井支部研修会が開催されました。当日は29名の方が出
席されました。
　第１講は「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」柳井税務署個人課税部門 統
括国税調査官 石岡 晋治氏、上席国税調査官 山崎 俊文
氏にお越し頂き１時間講演頂きました。

平成２５年度 第１回支部研修会開催

支部研修会開催

柳井

　平成25年９月12日㈭午後２時よりリビエールへいあ
んにおいて、岩国支部と合同研修会が開催されました。
柳井支部からは当日16名の方が参加されました。

中古住宅流通活性化セミナー開催柳井

⑶　中古住宅流通活性化について
　　　　講師　山口県宅地建物取引業協会

　会長　五郎丸　孝士

　長時間の研修になりましたが、
わかりやすく解説いただきまし
た。
　ありがとうございました。 会長

五郎丸　孝士
会長

五郎丸　孝士

萩市役所　白神　英志萩市役所　白神　英志

公証人　松田　謙太郎公証人　松田　謙太郎

　第２講は「ハトマークサイトのソフトについて」業
務委員長 塩田 博志氏、西日本レインズシステムサ
ポートセンター 宮﨑 俊行氏、米田 武一氏にお越し頂
きハトマークサイト新システムのご説明をして頂きま
した。
　親睦会では皆様楽しく歓談と食事を楽しまれました。

　本部の五郎丸 孝士会長より、「大きく変わる、こ
れからの中古住宅流通について」の講演を頂きました。
皆さん熱心に講習を受けておられました。
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岩国支部だより

　去る 8月 6 日、岩国市社会福祉会館に於いて、平成
25年度第 1回支部講習会が開かれました。開会にあた
り森口支部長は、日本は欧米と比較して中古住宅の流
通割合が非常に低いことを挙げ、今後国も流通を活発
化させるべく、我々業界に対して政策的な責務を課し
てくるであろうことを述べ、それを踏まえて今日の講
習に臨んでほしいと挨拶をした。この日の出席会員数
も65名と普段より多く、事前予告で講習内容をある程
度認知していた会員たちの、前向きな姿勢が強く感じ
られた。全 3講の講義のうち 2講目で迫谷建築士は、
住宅の設計依頼を受けた際にはまず　①施主に対して
何（設備）が欲しいのかではなく、住まいにおいて何
をしたいのかを尋ね、②土地の欠点を利点に変える工

支部恒例　納涼情報交換会 (田中)岩国

宅建協会・岩国支部　講習会開催 （村川）岩国

夫を施し、③機械（設備）に頼る建物ではなく、たと
えば自然な風の流れを生み出すといった構造的な工夫
等を重視して、設計に取りかかると
話した。こうして建てられた住宅で
あれば寿命（耐久年数）も伸び、デ
ジタル全盛の使い捨て社会の中にお
いて、本当に価値あるものを残せる
のではなかろうか。冒頭の日本と欧
米の住宅流通比率の違いはこういっ
たところにあるのかもしれない。
【演　題】
第 1講　「平成25年度税制改正の概要」
　　　　岩国税務署　青木　隆寛氏　14：00~15：00
　　　　
第 2講　「いい住宅に住みたい」
　　　　一級建築士　迫谷　敏博氏　15：10~16：10

第 3 講　「賃貸保証制度と24時間サポート」
　　　　JID広島支店長　吉田　拓人氏　16：20~16：50

毎夏の支部懇親会も、もう何度目を数えるのだろう。
おそらく3~40回前後、いやそれ以上か。形は違って
も長く続いてきたのには間違いない。会場もいろいろ
変遷してきたが、今のように飲み放題形式のビアホー
ルで開催することに落ち着いたのは 7～ 8 年前だった
と記憶する。その前は屋上ビアガーデンでやっていた
のだが、なにせ真夏近くにやるのだから戸外は暑い。
すぐにビールも温くなる。夕方から始めるわ
けだから西日も容赦ない。そこへもってきて
サービスの炭火七輪まで出てくる。サザエや
海老を焼くのもいいが、さすがにこりゃたま
らんぞとなって場所を室内に変えることにし
たと思う。一方、参加人数も増加傾向にある。
増加の原因は、この頃懇親会は支部講習会の

あとにすぐ続けて行うようになり、会場同士近いので、
その流れで参加者が増えたのではないかと推測する。
会員は皆、3時間じっと椅子に座り続けていた鬱憤を、
ビールのがぶ飲みで晴らしたいのだと筆者はみている。
ともあれ参加人数が増えて和気藹々やるのは良いこと
だ。とくに最近、若い顔も目立つ。新しい仲間が増え、
いろんな話で杯を交わすのは楽しいですね。

釣場放浪記~②平郡島沖編 (森本・赤石)岩国

　今回も釣り同好会は炎暑の中、元気に平郡島沖へと
船で向かいました。８月３日午前６時、いつものように
游漁船に乗船。10人の釣り人が新港を出港し、平郡島
を目指します。７時半釣り開始。快晴の空の下、波も
穏やかで正に釣り日和です。まずは水深50メートル弱
のポイント。アジやチダイはヒットするものの、入れ食
いとまではなりません。船長さんがポイントを移動し
ますが、なかなか反応は芳しくありません。４回移動
したところで、水深15メートルの棚を狙って仕掛けを
投入するよう指示が出ます。ははあ、ウマヅラハゲ狙
いかなと思いながら仕掛けを垂らすと、やはりそうで、
ぽつぽつとハゲが掛かります。やがて餌につられ、目
視できる水深までハゲが多数浮いてきました。しかし

残念ながら、みんな見
えハゲを攻略すること
が出来ません。そこに
泳いでいるのが見え
ているのに、釣り上げ
られない。この悔しさ、
釣り師の方なら皆さん
経験がおありと思いま

す。炎天下で暑さも最高レベルに達した頃、游漁船は
本日最後のポイントに向かいました。しょっぱなから
アジがよく上がります。なので今日はアジで締めくくり
かと誰もが思っていたその時、船尾のほうがにわかに
騒がしくなりました。そちらに目をやるとなんとそこに、
座布団と格闘する斉藤さんがいました。暴れまわる座
布団は、どうやらヒラメのようです。なんとか押さえ込
み、計測すると71センチもあります。やりましたね、さ
すが強運の持ち主といったところです。皆が祝福する
中に、呆然と立ち尽くす人がいました。
前回65センチのヒラメを上げた同好会
会長、村川氏です。ここに記録は更新
されました。今回の釣りは、大ヒラメ
で締めくくるという最高のクライマッ
クスを迎えることになりましたが、こ
の日は恒例の打ち上げは行われません
でした。なぜなら当夜は錦帯橋の花火
大会があったため、家庭不和を案じた
末の判断です。さてさて次回のヒーロ
ーは誌面の前のあなた、あなた、そし
て……あなたかもしれません。
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

4㈭
９㈫
10㈬

12㈮
16㈫
17㈬
23㈫
24㈬

１㈭

2㈮

6㈪、7㈫
８㈬

12㈪

20㈫
22㈭
23金
26㈪

27㈫

２㈪
10㈫
12㈭

19㈭

24㈫
25㈬

30㈪

於会館　11名
於山口　塩田
於広島　五郎丸

於山口　2名
於会館　11名
於東京　五郎丸
於会館　12名
於広島　五郎丸
於東京　高見

於山口　五郎丸

於福岡　高見
　〃　　 〃
於札幌　五郎丸
於会館　12名
於会館　31名

於山口　五郎丸

於会館　植野
於会館　12名
於会館　10名
於会館　12名
於会館　34名
於山口　181名

於東京　西村、神田
於会館　10名
於山口　五郎丸

於山口　五郎丸

於会館　10名
於山口　五郎丸

於会館　11名

平成25年 7月分　行動経過

平成25年 8月分　行動経過

平成25年 9月分　行動経過

第 1回法務委員会
ゆとり協事業実行委員会
不動産コンシェルジュ中国地区
協議会
全宅連中国地区会長会
第 4回業務委員会
全宅連情報提供委員会
第 3回総務委員会
全宅連中国・四国連絡会
全宅管理事業運営委員会

中古住宅流通活性化セミナー
（宇部）
全宅連西日本指定流通機構協議会
福岡宅建加藤副会長受賞祝賀会
都道府県協会長・本部長合同会議
第 3回常務理事会
不動産無料相談員相談所研修会

中古住宅流通活性化セミナー
（周南）
第 3回法定講習会
第 5回業務委員会
支部職員経理事務研修会
第 4回常務理事会
第 4回理事会
第 1回不動産研修会

第 3回試験事務説明会
第 2回法務委員会
中古住宅流通活性化セミナー
（岩国・柳井）
中古住宅流通活性化セミナー
（防府）
第 4回総務委員会
中古住宅流通活性化セミナー
（萩）
第 6回業務委員会

宅建ブログ「教学相長」
……東西南北～北篇～

～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

　日本では南向きに家を建てることが基本となっている。
　以前、禅寺を訪問する機会があった。案内されて通された庫裏（くり）は寺の建
物の北側にあり、薄暗い部屋であった。その部屋の障子を開けると、初めてシネマ
スコープの映画館に行った時の様な感動を覚えたことがある。
　と言うのは、寺院表側（南）は枯山水で、いわゆる佗寂（わびさび）の世界で
あったのに対し、庫裏の北側に広がる庭は築山があり、滝が流れ、草花が咲き乱れ
ていた。そこに太陽が差し、草花はまるで舞台で演じているかの様にさえ見えた。少
し暗い北側の部屋から見る庭には太陽の光が燦燦と降り注がれ、まさに映画館で映
画を観ている感じだ。
　一般に日本人は北の部屋を嫌う傾向にある。しかし、ある画家は「アトリエは北
向きがいいのだ」と言い切る。
　なぜか？光と影を演出する絵画の世界では、光が一日中安定していた方が都合
がよく、いつの時間に描いても同じタッチで描けるからだそうだ。そういう意味では
大変落ち着ける場所なので、子供の勉強部屋等に適しているのでは…
　山口県周南市は瀬戸内海を南の方向に見ている。したがって、南にはいつも海が
あるかの様な錯覚さえ覚えるが、この瀬戸内海、四国側から見る方がよりスッキリ見
えるのだ。我々の住む周南市側からでは時間帯によっては逆光になり、霧がかかっ
た様に見える。四国側からの方が島の木の葉なども表を見せ、島も美しく見ること
が出来る。山の景色も、南から北の方向に見る景色の方が美しい。
　一般の住宅ではメインを南側に設け、北側にはトイレや納戸を配置する。家の周
囲も北側には色々な物を隠すかのように置いている。“汚（きたな）し所”から
“北”という表現をし始めたと言った人がいたが、（真意は定かではないが）もう一
度“北”ないし“北の方向”について考えてみたいものだ。

（1）3427防府 ㈱羽嶋松翠園 羽嶋　秀一1
支部No 免許番号 商　号 代 表 者

新 入 会 員
（1）3388
（2）3225
（8）1786
（12）739
（11）1052
（10）1197
（3）3018
（11）963
（10）1426

山口
柳井
周南
下関
防府
山口
岩国
山口
宇部

㈱ひとまち不動産
㈱オレンジハウス
㈲カナヤ地建
林兼産業㈱
㈲田中不動産
㈲中央技建
㈲サン不動産サービス
リンザイ㈱山口支店
㈱桃山地所

中村　宏志
松井　勝之
松井　　毅
熊山　忠和
田中　則義
神　　弘一
村川　久夫
片岡　義正
垰坂　正純

1
2
3
4
5
6
7
8
9

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
退　　　　会

他界会員

（11）1052防府 ㈲田中不動産 田中　則義1
支部No 免許番号 商　号 代 表 者



山口支部　縄田　　学

45 山口支部

2020年のオリンピック開催が、東京に決まりました。

1964年（昭和39年）に開催された前回の東京オリン

ピック時、私は小学 3年生で、授業中にテレビ中継を

観たことを覚えています。

当時はオリンピック開催を契機に、日本経済は「オリ

ンピック景気」といわれる好景気をもたらしています。

今回はどうなるでしょうか？

開催地としての東京はインフラの整備で活気づくで

しょう。しかし、地方は余り関係ないようにも思われます。

とはいえ57年振りの開催です。

これを機に再び日本の経済情勢が良くなって、開催地

周辺はもちろんのこと、地方も、今よりは良くなって欲

しいと願う今日この頃です。

日本のクリスマス発祥の地である山口市内各所で
「日本のクリスマスは山口から」を合言葉にイルミ
ネーションなど、関連イベントが行われ、クリスマ
スを祝います。
場所／亀山公園ふれあい広場・
　　　山口市中心商店街ほか

クリスマスといえば、
山口サビエル記念聖堂

ザビエルが山口を訪れてから、400年を記念し
て建てられました。

平成3年に焼失しましたが、平成10年に現在の姿
に再建されました。
真っ白な屋根が建物全体を覆う三角錐の形の斬新な
デザインで、高さ53ｍの2本の塔は遠くからも見る
ことができます。
礼拝堂内部にはたくさんのステンドグラスが施され、
パイプオルガンも設置されています。
クリスマスにはパイプオルガンが演奏されます。

災害で心配された、
クリスマスナイトフェスティバル

開催日／12月23日（祝）
場　所／阿東地域交流センター
　　　　地福分館
約26ｍと20ｍのモミの木に
約4万個の電球が飾られた巨大ツ
リーの前で、バザーやステージな
ど手作りのあたたかなイベントが
予定通り開催されます。

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

日本のクリスマスは山口から


