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山口県の四季
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車塚妙見神社
推古天皇二十四年（625年）の創建と伝えられ、藩主毛利元就公も篤く崇敬さ
れ、永禄四年（1561年）三月五日の大祭に神社料を奉納するとの書状を納めて
おられる由緒ある神社です。
子供の神様、商売繁盛の神様として地元や県内はもとより、県外からも多くの方
がお参りに来られます。
また、9月には大祭が開催され、「赤ちゃん泣きすもう大会」や珍しい貝くじ
（貝がらの中にくじが入れてあって、金づちで割って景品と交換する）があります。

防府駅周辺のイルミネーション
防府駅の東側にあるアスピラートやル
ルサスの周辺では、クリスマスに向けて
光の演出がとてもきれいです。ルルサス
では、市民の皆さんが装飾したクリスマ
スツリーが多数並び、来場者による投票
も実施されます。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp

一般社団法人

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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新春を迎えて
会長
新年明けましておめでとうございます。
昨年は会長就任以来初めて、予算の裏付けをもった
事業計画を立案させて頂きました。「三つの信頼」つ
まり、協会対会員、業界対地域社会、会員対会員のそ
れぞれの信頼構築を目的とした事業と予算を組みまし
た。各事業の執行は、県協会の各支部協会所属会員の
協力を得ながら直接行う方式と致しました。
今までは、事業予算を各支部に一括して予算付けを
して支払っておりましたが、今年度より各支部協力で
実行された事業ごとに領収書確認の上、支払いをする
ことと致しました。その結果、必ずしも全支部協会に
おいて、目的が達せられたとは言い難い結果となって
おります。
一方、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会とし
ては、各委員会の委員長並びに理事の方々のご協力を
得て、次に示す事業を行いました。
一、中古住宅流通活性化事業を県下 8 支部協会に出向
いて説明をして参りました。その内容は別のページ
で全文を掲載させて頂いておりますのでご覧下さい。
二、ハトマークサイト山口を全面改訂、「らくらく契
約書作成システム」「業者間情報交換システム」
「高齢者、障害者、被災者居住支援システム」及び
「UJIターン希望者向け物件情報システム」等を新
たに構築し、サイトの充実を図りました。
三、宅建広報を支部協会と県協会を一元化して県下 8
支部協会の動向が県下全会員に分かるように致しま
した。
四、県協会研修会において、専門の教育以外に職業倫
理の高揚に努めました。
五、県協会の各種規程（レインズ規程を含む）をハト
マークサイト山口の会員専用ページに全文掲載致し
ました。
六、協会の各種規程に関して、違反者に対する「違反
調査等事務処理規定」を新たに策定し、違反者に対
する取り扱いを具体的に明記致しました。
平成26年は、いよいよ中古住宅流通活性化事業の実
施の年となります。ハトマークサイト山口を中心に新し
いメニューを盛り込み、より消費者目線に立脚したサー
ビスに心掛けたいと考えており、次の事業を行います。
一、平成25年度末までに、中古住宅流通活性化事業の
具体策を作成し、機関決定後、ハトマークサイト山
口において協会会員並びに消費者向けに提案をする
予定であります。これによって、ハトマークサイト
山口は大きく変わり、会員の日常業務に役立つ内容
となると共に消費者にとってもローンシミュレー
ションと登録物件とを合わせて閲覧できるようにす
ることで、予算に合った物件を詮索し易くする予定
であります。
二、宅地価格査定も各会員のオフィスで簡単に査定で
きるようにしたいと思います。機関決定後サービス
を開始したいと考えております。
三、インスペクションや瑕疵保険等、中古住宅流通活
性化策のサービス項目の多い順に「ハトマークR住

五郎丸

孝

士

宅AAA、AA、A」としてロゴも作成、協会お墨付
き物件としてブランド化し、消費者に提供したいと
考えており、［ハトマーク山口］［検索］をキャッ
チコピーとしてマスメディアを通じて告知していく
予定であります。
四、リフォーム工事費用の概算まで含んだリフォーム
提案の出来るページの構築及び「家カルテ」の事業
化等についての検討を行います。
国土交通省が2020年までに中古流通市場を 4 兆円か
ら 8 兆円、リフォーム事業を 6 兆円から12兆円規模に
したいと発表して以来、大手流通業者は無論のこと、
ハウスメーカー、家電量販店、ホームセンターまでも
が中古住宅流通市場、並びにリフォーム市場の開拓を
始めています。協会と致しましては、危機感をもって
対応して参る所存であります。新しいハトマークサイ
ト山口を会員の日常業務の中心に位置づけ、媒介契約
済物件はどんどん登録をして頂き、このサイトを盛り
上げて頂きたいと思います。また、会員の皆様におか
れましては、消費者に住宅を手入れをして長く使う
（概ね60年）という意識を持ってもらうべく啓蒙して
頂きたいと思います。
建物の評価基準も近く国土交通省より示され、新し
い評価マニュアルも出来る予定であります。手入れを
して長く維持して行くことで、将来賃貸や売買をする
場合でも適正な評価がなされると共に、金融資産、つ
まりリバース・モーゲージ（逆抵当融資、住宅ローン
とは逆の融資方式）で、自分の家に住みながら、それ
らを担保に生活必要資金を少しずつ借り、死亡時に資
産の家や土地を売却して一括返済する商品も金融機関
に用意されています。
平成26年度も各支部協会との共同事業といたしまし
ては「三つの信頼」を目的とした事業計画を提案して
参りたいと思います。いつも私の念頭に置いているの
は、県下801会員に潜在している知識や経験を顕在化
させ、さらにデータベース化して、県下会員の日常業
務に役立つようにと考えております。価格査定のため
の標準事例地の毎年の更新もその一つであります。
ハトマークサイト山口に登録して頂いた物件も、県
下各地域ごとに価格の動向等の資料となるよう、蓄積
をして参りたいと考えております。会員の皆様がどの
ようなデータを希望されるか、ご意見を頂きながら推
進して参りたいと思います。
激動していくビジネス環境の中「適者生存」という
言葉が物語っているように、時代に適応して行かなけ
れば不動産流通業界から取り残されてしまいます。こ
れからも宅建協会における「不易流行」とは何かを
テーマに考え続ける必要があります。
ジョン.F.ケネディの言葉で「国家に対して何を望む
かよりも、自分が国家に何を奉仕できるかを考えるべ
きである」という有名な演説の一節があります。会員
の皆様におかれましても協会運営に積極的に参加して
頂き、共に考え、よりよい業界を目指していこうではあ
りませんか。以上をもって、新年のご挨拶と致します。
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新年知事あいさつ
山口県知事
【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。
はじめに、このたびの私の入院により、多くの県民
の皆様、関係者の皆様に多大なる御心配をおかけし、
まずもって、心よりお詫び申し上げます。

【県政運営の基本姿勢】

さて、国政では、安倍政権の誕生から 1 年が経過い
たしましたが、この間、国会における衆参両院のねじ
れも解消され、安倍内閣総理大臣の強力なリーダー
シップの下、政策の一丁目一番地に位置付けられた
「経済再生」の取組が加速されています。
一方で、喫緊の課題でもある安定した社会保障制度
の構築と財政健全化に向け、今年 4 月から消費税率が
３%引き上げられます。
私としましても、こうした国政の動きなど、本県を
取り巻く諸情勢を的確に見極め、県民福祉の安定と充
実を図るため、スピーディな対応をしていく必要があ
ると考えており、私の目指す「輝く、夢あふれる山口
県」の実現に向け、「産業力・観光力の増強」、「人
財力の育成」、「安心・安全力の確保」、「県民くら
し満足度向上」、そして「山口県民力に相応しい行政
システムづくり」からなる県づくりの基本的な方向、
「 5 つの全力」の推進に邁進してまいる所存でありま
す。
（「 5 つの全力」の推進）
昨年は、私にとりまして、新たな県づくりの本格始
動となる年として、この「 5 つの全力」を進める「元
年」と位置づけ、そのスタートダッシュを切りました。
今年はいよいよ、こうした取組について、確かな成
長の軌道を明確に描き、具体的な成果を出していく年
にしていかなくてならないと考えています。
（産業力・観光力の増強）
中でも、最優先課題である「産業力・観光力の増
強」については、「強い産業力なくして、明日の地域
の活力は生まれない」との信念の下、昨年4月に設置
した産業戦略本部を中心に全力で取り組み、新たに30
社を超える企業を誘致するとともに、医療や水素等環
境関連産業の育成・集積に取り組む中で、大手医療機
器メーカーや液化水素製造工場の立地が実現し、さら
には、周南地域における新たな工業用水の確保に見通
しを立てることができるなど、着実に成果が上がりつ
つあります。引き続き、国の経済再生の取組とも呼応
し、物流拠点港湾の機能強化などの諸施策を重点的に
推進し、「やまぐち産業戦略推進計画」を着実に具現
化してまいります。
こうした産業再生に向けた取組を梃子にして、第一
次産業から第三次産業までバランスの取れた産業構造
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を実現し、本県の地域経済の活性化や雇用の場の創出、
さらには県税収入の増加につなげ、県民福祉の増進を
図りたいと考えています。
（県民の安心・安全の確保）
また、この他の「 5 つの全力」についても、取組を
一層強化してまいります。
とりわけ、県民の皆様の「安心・安全力の確保」に
ついては、重要かつ喫緊の課題であります。昨年7月
28日の豪雨では、大規模な土砂災害や家屋等への浸水
被害が発生し、尊い命も失われたほか、経済、観光、
物流等の面においても、深刻な影響を受けました。
極めて脆弱な国土構造である我が国にあって、それ
をあざ笑うかのように頻発する近年の異常気象に備え、
防災・減災の観点からのハード面の整備はもとより、
「自助」、「共助」を基本とする県民の皆様の防災意
識の高揚、自主防災組織の育成等のソフト面の対策も
強化してまいります。
（少子高齢社会における県づくり）
本県では、昭和60年をピークに、いち早く人口減少
が始まり、平成23年には、県内で生まれた子どもの数
は昭和50年の半数にまで減少し、平成24年時点の高齢
化率は全国第 4 位と、全国平均を上回るペースで少子
高齢化が進行しています。
こうした中にありまして、県民の皆様のくらし満足
度の向上に向け、現在取り組んでおりますのが、都市
の中心部に、子育て世代と高齢者が安心して居住でき
る、少子高齢化時代に相応しいコミュニティを創る
「コンパクトなまちづくり」であります。
昨年 7 月に選定した「光市の岩田駅周辺」、「柳井
市の柳井駅周辺」、「山陽小野田市の厚狭駅周辺」の
３地区をモデルに、今後、住民福祉や地域づくりなど
生活に密着したものは市町が責任を持って取り組み、
県は広域的な観点からバックアップするという役割分
担の下で、県と市が協働してまちづくりの構想を策定
し、県民の皆様のくらしの満足度向上を目指した県づ
くり進めてまいります。

【新年に当たっての決意】

今年の干支は「甲午（きのえ・うま）」です。午年
は、これまでのしきたりを打破し、新しい動きが出る
年とも言われています。今年が本県の新たなる飛躍の
年となるよう、県民の皆様とともに頑張ってまいりた
いと思います。
また、午年のウマ（馬）は、350度に及ぶ広い視野
を持ち、両耳はそれぞれ180度回転することにより、
周囲の動きや音を敏感に察知します。
私も、県政を取り巻く諸情勢を広い視野で見極め、
県民の皆様と一緒になって、「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、一層の御理解と
御協力をお願いします。

新年のごあいさつ
山口県宅建県議団団長
山口県議会副議長
山 口 県 議 会 議 員
清々しい新春を迎え、皆様に心からお慶びを申し上
げます。
大きく変わった 1 年。日本が活力と躍動感を取り戻
しはじめた 1 年。
昨年一年を思い返せば、変化を実感できた 1 年で

畑
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基

成

に成果も生まれ始めています。
また、この産業戦略推進計画では、これからの少
子・高齢化社会の進展などを踏まえて、子育てや高齢
者福祉サービス、医療、買い物など、くらしやすいま
ちづくりを進めることで、新しい産業や地域の活力を

あったと私は思います。昨年の干支は巳年でした。巳

生み出そうと、柳井市・柳井駅周辺、光市岩田駅周辺、

には次の生命が作られはじめる時期との意味がありま

山陽小野田市厚狭駅周辺の 3 箇所をモデル地区として、

すが、まさに古来の言い伝えにふさわしい一年ではな

全国に先駆けた「コンパクトなまちづくり」の実現に

かったかとは思います。

取り組むこととしています。この取り組みの中で、地

そして、その変化の原動力となったのは、安倍晋三
総理でした。
1990年代以降、わが国は、バブルの崩壊に端を発し、

域間の人の移動など、まちづくりを通じた新たな住宅
需要の創出も期待されます。
このような様々な取り組みを通じて、地域の活力源

失われた10年が20年、30年にもなりかねない長い停滞

である産業の再生を急がなければなりません。私ども

と低迷の中にあり、特に2009年 9 月からの 3 年 3 箇月

県議会としても、山口県が国と呼応して進める産業の

に及ぶ民主党政権では、円高やデフレを放置するばか

再生などの取り組みを、しっかりと支えていきたいと

りか、むしろ助長するような政策がとられ、また、外

考えています。

交や国防も混乱して、わが国は衰退と混迷の極みまで
追い込まれた状態にありました。

山口県は、このような産業再生の取り組みと合わせ、
県民生活の分野での安心・安全力の確保など「 5 つの

しかし、一昨年末の総選挙で第二次安倍内閣が誕生

全力」を実現し、この山口に、生まれ、育ち、働き、

して以降、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間

住んで、心の底から「良かった！」と思える県づくり

投資を喚起する成長戦略の 3 本の矢による新しい金融

を目標としています。

経済政策、いわゆる「アベノミクス」によって、経済

特に、県民生活の分野では、昨年夏には県北部で甚

や産業の再生が進み、わが国には復活の兆しが芽生え

大な被害を生じた豪雨災害など近年の自然災害には局

るとともに、2020年の東京オリンピック・パラリン

地化、激甚化の傾向がありますから、これに備えた防

ピックの招致によって、国としての大きな目標ができ、

災・減災対策の充実や、日々のくらしを支える住環境

先行きに明るい希望が持てる社会に変わろうとしてい

の充実は大きな課題です。山口県が進めている住宅の

ます。

耐震化の促進や山口県宅地建物取引業協会とも協定

一方、山口県では、「やまぐち産業戦略推進計画」

を締結した災害時における住宅の確保などに加えて、

を策定して、安倍内閣の取り組みに呼応しながら、

「山口県住宅生活基本計画」に基づく良質な住宅ス

「産業力・観光力の増強」を最優先に地域再生に向け

トックの形成や、近年深刻化している空き家対策など、

た取り組みを強力に進めています。国際競争に打ち勝

各種住宅施策を進める上で、本協会と会員各位の役割

つための瀬戸内海産業の再生、これからの成長分野と

は益々重要になると考えます。皆様のさらなるご尽力

して期待される医療関連産業や環境関連産業の集積・

を心からお願い申し上げます。

育成など、この山口の地から全国の産業再生のモデル

今年の干支は午（うま）。これまでのしきたりを打

ともなり得る取り組みがはじまっています。港湾の整

破して、新しい動きが出る年とされています。昨年一

備や新たな工業用水の確保などのインフラ整備に加え

年の大きな変化を、これからの日本の、山口県の発展

て、成長が期待される分野の研究開発や事業を支援す

基盤となるように、しっかりと今年につなぎ、この一

る大型補助金も創設されるなど、企業活動を支援する

年がさらなる飛躍の年となることを願い、また、今年

仕組みづくりも進んでいます。このような中、昨年は、

一年の皆様のご健勝とご発展とお祈り申し上げ、新年

23年ぶりに30社を超える新たな企業進出があり、着実

のご挨拶といたします。
189号 5

中古住宅流通活性化研修会
県下８会場で開催
五郎丸会長を講師に、宇部（８月１日）、周南（８月12日）、山口（８月27日、14日）、岩国（９月12日）、防
府（９月19日）、萩（９月25日）、下関（10月４日）で「中古住宅流通活性化について」研修会が開催されました。
本研修会は、これからの中古住宅の流通促進を図るための新しいビジネスモデルを構築するため、五郎丸会長が自
ら講師を務め、精力的に県下８会場に出向き、「日
本の住宅市場の現状」から、これからの「業界の方
向性と新しい仲介市場のかたち」についてまで、熱
く語られ、大変有意義な研修会となりました。
なお、研修会の内容は次のとおりです。
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189号 21

平成25年度 新規免許業者研修会
平成25年11月 8 日（金）
山口県不動産会館

研修は、会員にとって日常業務で必要不可欠な内容

13：40〜15：40

という事もあり、出席者の皆様は熱心に受講されてい

3F 研修ホール

ました。さらに講義終了後も個別に講師に質問される

プログラム
テーマ

講師
時間
総務委員長
1 組織について
13：40〜14：10
池田 周太
業務委員長
2 業務について
14：20〜14：50
塩田 博志
宅建業法・関連 法務委員長
3
15：00〜15：40
法令について
西村 俊爾

光景も見受けられ、 2 時間の研修終了後には、当日の
出席者10名全員が受講済証を受け取られ、散会となり
ました。
本研修会は、新規会員必須となっており、今回諸
般の事情で
出席出来な

11月 8 日（金）山口県不動産会館に於いて、平成24

かった会員

年10月以降の新規免許業者を対象に、本年度の新規免

の方は、次

許業者研修会が開催されました。

回は必ず受

研修は、池田総務委員長、塩田業務委員長、西村法

講されます

務委員長が講師として、各委員長の担当される分野を

様、お願い

出席者に持ち時間いっぱい、委員長によっては持ち時

致します。

間を超えて説明して頂きました。

池田総務委員長

塩田業務委員長

西村法務委員長

発電機及び高圧洗浄機 寄贈式
10月15日（火）に山口県社会福祉協議会へ、発電機
及び高圧洗浄機の寄贈を致しました。

活動と地域福祉推進に有効に活用させて頂きます。」
と御礼を頂きました。

7 月28日に起きた山口島根豪雨は、広範囲において
洪水災害や土砂災害をもたらしました。特に徳佐・須
佐地域は甚大な被害を受け、人的被害、住居被害に加
え、断水・停電・交通規制等のライフラインの途絶に
よる被害も見受けられました。この度の災害を受け、
本会では今後県民が万一被災した際に生活支援に役立
てて頂くために両機材を寄贈致しました。
寄贈式において、五郎丸会長が「山口県は災害が少
ないと思われていたが、被災してしまった。日頃の備
えが重要であり、今後災害が起きた際に両機材を支援
に役立ててほしい。」と挨拶を申し上げました。引き
続き、山口県社会福祉協議会の原会長より「災害救援
22
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⬇（左より 県社協 原会
長、五郎丸会長、西村法
務委員長、尾村業務委員、
塩田業務委員長）

住
か

※ 1 ：具体的には、ばら積み貨

課
宅

港湾法の一部を改正する法律（平成25年法律第31

県

港湾法改正に伴う重要事項説明の追加について（承継効）

物の積卸し、保管又は荷さば

公布され、平成25年12月1日から施行されたことに

きの効率化に必要となる保管施設

伴い、宅建業法施行令の一部が改正され、改正法と同

（サイロ、野積み場、貯炭場等）、荷

様、平成25年12月1日から施行されました。

さばき施設（アンローダー、シップロー

の
お
ら
知

ダー、ベルトコンベアー等）、係留施設（岸

効率化のため、港湾管理者である自治体等が策定する

壁等）等を想定。

特定利用推進計画に定められた共同化促進施設※1の

現実的に想定されるケースはあまりないと思わ

所有者等※2は、施設の整備又は管理に関する協定を

れますが、このうち、一部の施設（サイロ、野

締結することができ、港湾管理者から認可の公告を受

積み場敷地内の管理棟等）については、宅建業

けた協定については、当該公告後に当該施設の所有者

法の建物に該当する可能性があります。

等となった者に対しても当該協定の承継効が付与（効
※ 2 ：共同化促進施設の所有者、その敷地である土地

力が及ぶ）されます（改正法第50条の13）。
このため、当該協定による制限を知らないで売買契

の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的と

約等を交わし、協定違反等により不測の損害を被る者

する権利を有する者（いずれも予定を含む）を

がないよう、港湾法施行令の附則において、宅建業

指します。

法施行令第3条第1項を改正し、重要事項説明の項目
（法令上の制限）として追加することになりました。
なお、追加対象は、①宅地建物の売買・交換、②宅
地の貸借における説明項目となります。

税務署からのお知らせ

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

189号 23

せ

改正法第50条の9では、港湾における荷さばき等の

ら

号。以下「改正法」という。）が平成25年6月5日に

仲介に係る消費税及び地方消費税の
経過措置の適用の有無について
「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の一部を改正する等の法律」
による消費税法の一部改正に伴い、平成26年 4 月 1 日より消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいま
す。）の税率が 8 %に引き上げられ、併せて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますので、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省
より通達のあった内容について参考資料を添付しております。

1
2
3
4
5
6
7

仲介契約日

売買契約日

H25. 9 .30以前

H25. 9 .30以前

H25.10. 1 〜
H25. 9 .30以前
H26. 3 .31
H25.10. 1 〜
H25. 9 .30以前
H26. 3 .31
H25.10. 1 〜
H25.10. 1 〜
H26. 3 .31
H26. 3 .31
H25.10. 1 〜
H26.10. 1 〜
H26. 3 .31
H26. 3 . 31
H25.10. 1 〜
H26. 4 . 1 以降
H26. 3 .31
H26. 4 . 1 以降

H26. 4 . 1 以降

税率
（売買契約）

税率
（引渡し）

H26. 3 .31以前

５％

５％

H26. 3 .31以前

５％

H25. 4 . 1 以降

５％

H25.10. 1 〜
H26. 3 .31

５％

H26. 4 . 1 以降

５％

H26. 4 . 1 以降

８％

H26. 4 . 1 以降

８％

引渡し日

仲介料を計上すべき
課税期間

それぞれ、売買契約の
日又は引渡し完了の日の
５％
属する課税期間の課税売
５％
上に計上する。
（経過措置）
なお、ケース 5 の場合
で８％の税率が適用され
５％
る部分について、物件の
引渡し前に収受した時は、
８％
その収受した日に適用さ
れている税率により、そ
８％
の収受した日の属する課
税期間の課税売上とする。
８％

不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について
不動産売買等の仲介契約は、消費税法施行令の一部を改正する政令（平成25年政令第56号）に規定する
「その他の請負契約に類する契約」に該当し、消費税改正法の経過措置の適用対象となります。

（※ 1 ）具体的な仲介料の額が確定するのが指定日以後であるときには、経過措置は適用されません。
（※ 2 ）ただし、仲介料を売買契約時と物件の引渡時に分けて収受する場合において、売買契約成立時に仲介料の全額を売上計上する経理を継続しており、施行日以後の引渡時
に収受する仲介料について旧税率を適用して請求しているときは、その仲介料部分についても旧税率が適用されます。

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。
（10月23日更新：仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について）
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下関支部だより

下
関

第2回

研修会

平成25年11月26日（火）13：30から16：40
講演場所：下関リサイクルプラザ
（愛称：
しものせき環境みらい館）第 1 研修室
講演場所住所：下関市古屋町 1 丁目18番 1 号
第 1 講は中国地区不動産公正取引協議会主任宗平英
克氏に「不動産広告の規制について」講演頂きました。
公取は首都圏・北海道・東北・北陸・東海・近畿・
中国・四国・九州の 9 団体で全国を網羅しています。
宗平氏は中国地区に所属していて広島から 2 年ぶりに
来関をしてもらいました。表示規約等の主な変更点
（平成24年 5 月31日施行）の内容を解り易くレクチャ
ーしました。
第 2 講は下関市立東行記念館学芸員一瀬 幹氏に
「下関戦争と高杉晋作」と題してご講演頂きました。
島倉千代子さんが75歳で先般亡くなられましたが、私
たちの記憶に残る歌は「東京だヨお母さん」（昭和32
年・150万枚販売）の歌詞 “おっ母さんあれがあれが
九段坂 逢ったら泣くでしょう兄さんも” である。九
段坂にある靖国神社は鋳銭司出身で初代兵部大輔大村
益次郎の発議で、幕末の国事受難者と戊辰戦争の官軍
戦死者を祀るため、明治 2 年（1869年）東京招魂社と
して設立されました。初めから吉田松陰・九坂玄瑞・
坂本竜馬・中岡慎太郎たちと共に表彰、鎮魂され祀ら
れています。其れより先だち馬関新地桜山に元治元年
（1864年）招魂場・桜山神社の端緒を開いたのは晋作
である。東行狂生・西海・狂生・東洋一狂生・谷・潜
蔵・谷梅之助・備後屋助一郎・三谷和助・祝部太郎・
宍戸刑馬・西浦とたぶん本人も忘れる程の名前変名を
使っている。過激な発言と政変などで狙われるため各

下関支部

植

野

善 男

地を転々としてのことでしょう。元治元年（1864年）四
国連合艦隊が 2 度にわたり砲撃を受けた下関（馬関）
戦争の講和談判に直垂姿でSatow,Sir Ernesut Mason
を通訳として交渉し、彦島の租借を断固受け入れなか
ったことは晋作にとっても大きな仕事の一つです。
たぶん晋作に好意があったため、後に駐日英国大使
Satowは唐戸に下関英国領事館を建てたのでしょう。
当社の近くには前田砲台跡があり陣屋という字名も
ある。陣屋という谷間の畑には偶に瓦の破片が出てく
るそうですが、陣屋の残骸かもしれません。
天保10年 8 月20日（1839年9月27日）萩藩士高杉家
嫡男として生まれ、慶応 3 年 4 月14日（1867年 5 月17
日）肺結核を患い新地で療養中、おうのと望東尼の見
守るなか27歳 7 ケ月で息を引き取った。栄典は贈正四
位（1891年明治 4 月 8 日）。都々逸や辞世句は晋作の
人柄をよく表していると思います。
三千世界の鴉を殺し、主と添寝がしてみたい
おもしろき ことのなき世を おもしろく 晋作
すみなすものは 心なりけり
望東尼
晋作は下関市吉田に東行墓（表面）谷潜蔵・源春風
号東行（裏面）と記して愛人おうのや奇兵隊士と共に
東行庵のある吉田山で眠っている。
野村望東尼は女流歌人、勤王家で文化 3 年 9 月 6 日
（1806年10月17日）福岡藩士の娘に生まれ、慶応 3 年
11月 6 日（1867年12月1日）61歳、贈正 5 位、三田尻
で死去し墓所は防府にある。贈正 5 位、防府天満宮に
は歌碑がある。
第 3 講は「生活保護世帯の家賃の代理受領に関する
事務手続き他と」題して、林眞一郎支部長が下関住宅
扶助代理納付事務のフローチャートを説明された。

189号 25

宇部支部だより

宇
部

新 年 挨 拶

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、会員の皆
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。
安倍政権の経済政策であるアベノミクスにより株価
は上がり、円安が進み、特に輸出産業は好調と言われ
ております。消費も雇用も以前に比べると上向いてい
る等、景気の良い報道がマスコミを賑わしております。
消費税値上げ後にどのように変化が現（表）れるか、
失速しなければよいがと気になるところです。私たち
の業界は、大都市は良いが地方都市へはまだそれほど
までに影響がきていないように感じられます。波及し
てくることを願うばかりです。
今年の春先は法人格である一般社団法人の設立準備
作業、また支部事務所の移転等、例年にない事業で慌

宇

部

新 年 挨 拶

昨年末、「たけしのＴＶタックル」
などに出演している中国・上海生ま
れの東海大教授の葉千栄氏の講演を
聞きました。在日30年で日本国籍を
取得している葉氏は「中国人目線」
でみた日本人を「逆境でこそ力を発
揮する」と分析しました。明治維新後の国づくりしか
り、第 2 次大戦の敗戦からの復興、さらには戦後の欧
米列強に追いつけ追い越せに必死な時代と、日本人は
強かった。だが、いまはどうか。景気低迷はともかく
平穏無事な世の中に、日本人は本来持っているエネル
ギーを存分には発揮していない。そう指摘するのです。
この指摘に頷いたのはほかでもありません。私の郷
土・宇部の近代史における歩みと重なるからです。逆
境を恩寵とするように困難を乗り越えるたびに人と都
市を鍛え、ただの炭鉱町に終わらずに工業都を形成し
てきたのが宇部というまちです。

宇

部

部

研修会のお知らせ

１月に研修会を予定しております。日程、内容等は
後日お知らせいたします。ご参加いただきますようお
願いいたします。
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松村

誠

ただしい年でありました。
さて、業界の方向性としましては、国交省が従来の
住宅政策を新築重視から既存の住宅を検査、修理を行
い、長く利用する方向に転換しつつあります。今年度
は、中古住宅の流通市場を整備するための講習会等を
実施し、取引に必要な知識を身につけなければなりま
せん。会員の皆様方もその節は出席して下さい。また、
会報等も気をつけて目を通して下さい。
支部も今年度は法人格として２年目になります。事
務所も移転し、中心市街地に構えましたので、地の利
を活かしたイベント、市民の皆様方への役立つ活用法
等ないかを検討し、地域の活性化に少しでも貢献でき
ればと思っております。
今まで以上の会員の皆様方のご協力とご理解をいた
だきますようお願い申しあげまして、新年のご挨拶と
いたします。

株式会社宇部日報社 代表取締役社長

脇

和也

今年も新たな 1 年に幸を祈るときを迎えましたが、
葉氏の説に従えばむしろ、艱難辛苦こそ私たちの本領
発揮のステージを提供しうるパワーということになり
ます。では今の困難とは何でしょうか。端的なのは少
子高齢化と人口減少です。しかも厄介です。ゆっくり
進むから普段気に留めずに済みますが、手をこまねい
ていては地方も国も確実に力を失ってしまいます。少
子化対策、女性労働力の活用などは、早急に具体化す
べき課題です。そのことに業種業界は問いませんが、
人々の「住」を担う宅建業界にも重い責任があると思
います。また今年やってくる困難といえば、確実なの
は４月の消費税増税です。ただ困難というには、大き
な時代の流れでとらえればしょせんは小さなハードル
です。そう考えれば増税もさして苦にはなりません。
今年は干支にちなんで野生馬が疾走するがごとく、
困難ものかは、突進していく年にしたいものです。

第67回ゴルフコンペ開催

去る11月13日（水）、朝陽カントリークラブにて
第67回ゴルフコンペが 8 名の参加で開催されました。
お天気は曇りがちでしたが、楽しくかつ真剣にプレー
を楽しまれました。
成績の方は、優勝がセトハラ(株)の国宝さん、準優
勝は(有)日栄地所の岡田さん、3 位は京都住宅（株）の

宇

支部長

秋村さんでした。全員が怪我もな
く楽しい一日を過ごされ、リフ
レッシュできたことかと思います。
初参加の方も大歓迎ですので、
お気軽にご参加いただきますよう
お願いいたします。

防府支部だより

防
府

ハトマーク杯
第３６回防府市近郊少年サッカー大会開催

11月 9 日（土）防府市スポーツセンター、陸上競技場
に於いて、10回目を迎えました「ハトマーク杯 第36
回防府市近郊少年サッカー大会」を開催しました。
今回は過去最多の20チームの参加をいただき、前回
大会以上に盛り上がりました。
又、宅建協会のシンボルマークでもあり、本大会の
冠にもなっています「ハト」を開会式のセレモニーで
飛ばすと、ワァッーという歓声が沸き上がりました。
大会を通じて子供達の健全な育成に微力ながら貢献
しよう！とスタッフ全員が一丸となって開催しました。
毎年、大会関係者及び保護者の方から感謝の言葉をい
ただき非常に嬉しく思っておりましたこの大会も、

防
府

防府支部研修視察旅行記

11月12日（火）、13日（水）で長崎方面へ防府支部視察
研修旅行へ行きました。
総勢25名、支部を 8 時20分に出発し、まず昼食の為
武雄温泉物産館へ。炊きあがったばかりの釜飯がとて
も美味しくお腹いっぱい！
続いて、有田最大の展示場『丸兄』へ。大皿や花瓶
が展示してある 3 億円の間に案内されビックリ！でも、
私達に買えるのはマグカップや湯飲みくらいでした。
次に、目的地のハウステンボスへ。ハウステンボス
内のホテルアムステルダムにチェックインの後、この
研修旅行のメインであるハウステンボス㈱経営企画室
高田室長さんの講話を聞きに行きました。
経営破綻したハウステンボスをどのように再建して
いったか、赤字経営からわずか 1 年で黒字経営に転換
させた経営戦略など、再建の舞台裏を聞かせていただ

企画研修委員長

藤村

泰則

「ハトマーク杯」としては今年が最後の主催になりま
した。とても残念でなりません。
しかし、今年はベスト 3 が全て防府市のチームであ
り、更に私の母校のチームが優勝したのは嬉しい限り
でした。
このような歴史のある大会を10年間も主催させてい
ただいた事は、我々にとって良い糧となりました。今
後は更なるアイデアと企画をもって新しいフェアーを
して行きたいと思います。
優勝 華浦サッカースポーツ少年団
２位 佐波サッカースポーツ少年団
３位 中関サッカースポーツ少年団

総務委員

古河

和子

きました。
ハウステンボスがＨＩＳに経営譲渡されるまでの秘
話や現在の経営理念、経営戦略やスタッフ教育など、
参加された皆さんが口々に良い講話だったとの感想を
いただき、多くの事を学べた研修となりました。
研修後は日も暮れ、いよいよ世界最大級のイルミネ
ーションが楽しめる、光の大国ハウステンボスへ。パ
ーク内の1,000万球の光と、建物の壁に映し出される 3
Ｄの映像など本当に美しい世界でした。
2 日目は、ハウステンボス観光とゴルフ組に分かれ、
それぞれ親睦を深めました。
「世界の人々に喜びと感動を提供し、新しい観光都
市を創造する」という理念は、町づくりに関わる不動
産業者として考えさせられ、大変意義のある研修旅行
となりました。

189号 27

山口支部だより

山
口

「価格査定」
・
「情報交換会」のご報告

平成25年10月29日（火）湯田温泉ホテルセントコアに
おいて、平成25年度の標準事例地価格査定を行いまし
た。昨年度から標準事例地を1,055ポイントへと大幅に
増やしたため、査定員も支部会員から50名の方のご協
力を得て行いました。北部地区を 3 チーム、小郡地区
および南部地区を 2 チームに分かれ、1 チーム10名前
後で各200〜220ポイントを査定しました。
午後 2 時から作業手順の説明の後、休憩を挟みなが
ら午後 6 時までの予定で開始しました。50名の査定員
の皆さんが、真剣に黙々と査定しておられる姿を見る
と、感謝の気持ちでいっぱいになりました。『山口支
部はスゴイ！』の一言です。見事な集中力とチーム内

山
口

平成２５年度

第３回支部研修会

平成２５年度 第３回支部研修会

平成25年12月5日（木） 16：00〜17：30
翠山荘

研

修

次

第

司会 理事 篠原 忠明
主催者挨拶
支部長 西村 俊爾
研
修
第１講 16：05〜17：05
演題 「不動産広告の規制と報酬額の超過受領について」
講師 山口県住宅課 主任 石津 哲夫 氏
第２講 17：15〜17：30
演題 「不動産キャリアパーソン講座の受講について」
講師 （一社）山口県宅地建物取引業協会
法務委員長 西村 俊爾 氏

研修会は、事業計画では 2 回の予定でしたが、本年
度は来年 4 月より実施される消費税率の引き上げや、
相続税の改訂などの研修、本部のハトマークサイトの
新システム移行に伴う研修など、研修事項が多かった
為、業者にとって重要な事柄である「業法・関係法
令」の研修時間が充分ではなかったと思います。
そこで、会員の皆様には年末の貴重なお時間ですが、
不足分を補う研修会として、12月 5 日（木）16時より第
３回支部研修会を 山口市湯田温泉『翠山荘』に於い
て開催致しました。
当日は、篠原理事の司会進行により、西村支部長挨
拶で始まりました。
研修は、山口県住宅課の石津主任と本部法務委員長
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社会貢献委員会 委員長

尾村

成一

の相互協力により、午後 5 時半には全チームの作業が
無事終了しました。その後、慰労会を兼ねた情報交換
会に移り、普段なかなか忙しくて会えない会員同士で
いろんな情報の交換を行いました。
お忙しい中ご協力していただいた会員の皆様には心
よりお礼申し上げます。この価格査定は毎年実施して
いくことになります。今後ともご協力よろしくお願い
致します。これほどの人数の “不動産のプロ” が査定
した事例地は協会の財産です。会員の皆様には媒介契
約締結時の価格提示等において、有効にご活用して頂
ければと思っております。

情報提供委員会 委員長

縄田

学

も務めていらっしゃる西村支部長に講師として講演し
ていただきました。
石津主任は、業者への立ち入り調査で気付かれた点
も踏まえ、不動産広告、報酬額について、加えて犯罪
防止における本人確認について詳しく講義していただ
きました。是非遵守をお願い致します。又、西村支部
長の説明された不動産キャリアパーソン講座につきま
しては、個人の資質向上を目的としている内容ですの
で、前向きに取り組まれてみてはいかがでしょうか？
受講された皆様、担当された委員会の皆様、お疲れ
様でした。

県住宅課 石津主任

西村法務委員長

山口支部だより

山

口

山口支部

親睦忘年会

12月 5 日 研修会終了後 同じく『翠山荘』に於い
て『山口支部 親睦忘年会』が開催されました。
忘年会は、72名の出席で、司会進行を森本理事（株
式会社 モリモト）が務められました。
まず、西村支部長の、今年一年を振返って、会員へ
の支部運営に対するお礼を内容としたご挨拶があり、
次いで、清水監事（株式会社 大貴）による乾杯のご
発声がありました。
出席者全員で杯を上げ、先程の研修会の張りつめた
雰囲気とは打って変わって、和やかな楽しい宴が始ま
りました。
日頃はなかなか会えない業者間での情報交換や、さ

山

口

情報提供委員会 委員長

学

り気無い世間話を交わす光景があちらこちらで見受け
られました。そんな和気藹藹とした会場で、支部の喉
自慢によるカラオケの披露や、会場に花を添える美人
コンパニオンさん達のお酌もあって、会は大いに盛り
上がりました。
出席者の英気も充分に養われ、今年一年の憂さも晴
らせた事と思います。
しかしながら楽しい時間はあっという間に過ぎ、宴
も酣闌となったところで、右田社長（株式会社 小郡
不動産）の一本締めで中締めとなりました。
2014年が山口支部にとって、より一層の飛躍の年に
なるであろう事を、参加者全員で感じた有意義な親睦
会は、余韻を残しつつ閉会致しました。
進行役の森本理事並びに、出席者の皆様お疲れ様で
した。

平成２５年度忘年ゴルフコンペ開催

去る12月 4 日
（水）、湯田カントリークラブにて平成
25年忘年ゴルフコンペが、 7 組25名の多数のご参加を
頂き盛大に開催されました。数日前の天気予報では少
し雨も心配されておりましたが、幹事の日頃の行いの
賜物でしょうか（笑）、快晴とまではいきませんでし
たが、青空のもと、時折吹く風も心地よく、師
走としては最高のゴルフ日和でした。
成績の方は、優勝が国近不動産情報センター
の国近さん、ルーク・ドナルド仕様のミズノの
アイアンが火を噴き、見事に優勝されました
（ネット： 2 アンダー）。準優勝は信和不動産の
山野さん（ネット：１アンダー）、3 位は積水ハ
ウスの加津さん（ネット： 0 ）。ベストグロス
は、小郡不動産の右田さん（グロス：81）でし
た。ご参加頂いた方の全員が怪我もなく楽しい
一日を過ごすことが出来、幹事としてホッとし
ております。お忙しい中ご参加頂きました皆様、
本当にありがとうございました。
またセルフデーにもかかわらず、無理を聞き
届けて頂き、お風呂のご準備をして頂きました

縄田

ゴルフ幹事

平連

嗣騎

梅林さん、お世話になりました、ありがとうございま
した。
次回の開催は来年春頃を予定致しております。初参
加の方も大歓迎ですので、お気軽に奮ってご参加頂き
ますようお願い致します。

湯田カントリークラブ にて
189号 29

周南支部だより

周
南

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうござい
ます。周南支部会員の皆様にとって
すばらしい一年になる事を祈願致し
ます。昨年は一般社団法人山口県宅
建協会周南支部を新設し、旧社団よ
り円滑に事業・財産移譲が出来まし
た。又、主な支部事業である価格査
定・不動産フェア（宅建芸術祭アンデパンダン）開催
にも、ご協力・ご参加いただき有難うございました。
昔から世間では「衣・食・住」は人が生活していく
上での基礎と言われています。その中の「食」の分野
での食品虚偽表示問題が連日報道されました。コスト
削減・新しいメニュー開発など、正しい企業努力をせ
ず、消費者心理に付け込む行為が蔓延した結果です。

周
南

親睦旅行・宅友会ゴルフ紀行

11月14日早朝より熊本空港カントリークラブへ。当
ゴルフ場は、昭和49年開場以来、数々のトーナメント
が開催される名門コースです。秋晴れの下、4組14名
の参加でWペリア方式によりコンペスタート。ゴルフ
場案内では、ビギナーには易しくとあるのですが、絶
妙なコースレイアウトで、とてもタフなコースでした。
又プレー中も頭上を飛行機が爆音上げて飛び交う為、
見とれてしまう始末です。終わってみると、参加者全
員いつもより5打〜10打多いスコアで、結果は、優勝、
30
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池田 周太

この問題は食品業界全体の倫理（モラル）の低下が起
因であり、一度失った信用を取り戻すには相当の努力
が必要になります。
一方、「住」を担う不動産業は、先輩方が社会的使
命の自覚を持ち、倫理網領を制定しました。会員はこ
の倫理網領のおかげで高い職業倫理を保ち、社会から
の「信頼」を得る事ができました。このように長い時
間かけて築いた社会からの「信頼」を次世代に引き継
ぎをしなくてはなりません。平成26年 4 月の支部総会
では、改めてこの倫理網領を会員全員で唱和します。
本年も 4 月の総会で決議した事業内容を実行して参
りますので、会員の皆様のご理解を賜ります様お願い
し、新年のご挨拶と致します。

平成２５年度周南支部親睦旅行記〈熊本・阿蘇〉

周南支部恒例の親睦旅行は11月13、14日熊本方面
1 泊 2 日のバス旅行を企画した。
例年梅雨時期の行事であったが、毎年天候により変
更や中止があるので今年は思い切って行楽の秋に設定、
参加者25名が防長観光バスに乗り周南支部を予定通り
出発した。
山陽路を一路熊本へ向かった。防長観光バスのガイ
ドさんは観光シーズンの為か、人手不足で残念ながら
熟練さんであった。昼食は途中久留米市田主丸町鷹取
山の麓にある山苞の道“石兆亭”で地元の食材を使った
懐石料理のお持て成しを受け四季折々の景色とともに
旬の味を心ゆくまで楽しませていただいた。
熊本市内に入り水前寺成趣園に
到着、桃山様式の優美な回遊式庭
園の富士山を背景に記念撮影をし
た。ここ水前寺江津湖湧水群は地
下水涵養林の保全活動などの清冽
な湧水と水を大切にする活動が認められ、平成の名水
百選に選ばれているとのこと。
続いて、熊本城の二の丸駐車場へ到着、西大手櫓門、
頬当御門、宇土櫓、首掛石、闇り御門を通り天守閣に
到着した。天守閣からの眺めは天候にも恵まれ360度
の大パノラマが満喫できた。また本丸御殿大広間は平
成20年に復元されたもの
で雅美な装飾芸術に感銘
するところであった。
熊本城をあとに本日の
宿泊所であるホテル日航
熊本へ入った。夕食宴会
場はホテルより徒歩で城
見櫓へ、ライトアップさ

周
南

周南支部支部長

総務委員長

藤井

修二

れた熊本城と郷土料理を中心とした懐石料理が堪能で
き宴会が大いに盛りあがった。
翌日ゴルフ組は早朝から熊本空港カントリークラブ
へ観光組は菊池市の”コッコファームたまご庵”へ、カ
ンブリア宮殿取材レポートで有名となっており開園が
10時とのことで少し早く到着したが、もう既に行列が
できており県外車も多く見られた。朝取りたまご普通
サイズ 3 ㎏を 3 箱も買ってしまった。観光バスの棚は
たまごの箱がずらりと並び落下による破損の心配をし
ながら一路阿蘇山へ向かった。
昼食は阿蘇とれ市場の“満笑”と書いて“にっこり”と
読むで、牛は阿蘇王、鶏は天草大王、豚は肥王でこれ
らを溶岩焼きのバーべキューであった。雄大なカルデ
ラ高原を眺めながら中岳の展望台へと進んだ。天候に
恵まれ火口から湧き上がる水蒸気を眺めることがでた。
最後の目的地阿蘇ファームランドへ、大自然の中で
元気になれるみんなに楽しい健康王国、遊んで食べて
癒されるひと時をゆっくり楽しめた。買い物を済ませ
予定通り観光コースすべてを終え
ゴルフ場で合流した。ゴルフ組も
大いに盛り上がった様子で朋友商
事の武野氏の優勝報告があり帰路
についた。
今回の旅行が楽しく盛り上がったのは、防長バスの
佐鹿ガイドさん。ベテランとか熟練といったら失礼に
当たります。防長観光のお姫様と呼ばれ、ガイドに関
する造詣が深くウイットに富んだ説明に笑いが絶え間
なく続き時間の経つのを忘れるほど、心行くまで親睦
旅行ができたこと感謝感激するところでありました。
まさにプロフェショナルとはこのガイドさんのことを
言うのではないでしょうか。 ［参加者 25人］
宅友会 幹事

㈲藤和地所

藤井

勉

㈱朋友商事・武野正男氏でした。
観光組と合流し帰路の車中、優勝の弁では、毎日の
精進のおかげで、このホールは何打叩け、このホール
は何打に抑えろとささやきがあったそうです。
２日間の楽しい観光、
親睦ゴルフを終え、熊
本を後にしました。皆
様、お疲れ様でした。

山口支部だより

周

南

第２回周南支部研修会
日時：平成25年11月26日
場所：地場産センター

第１講 既存住宅かし保険について
講師 ㈱日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）
中国支店 支店長 大久保 卓巳 様
住宅かし保険について、マンションの耐震偽装事件
で住宅かし保険が始まった歴史的経緯と中古住宅流通
活性化政策の中での位置づけ、そして商品説明として
既存住宅かし保険の宅建業者用と個人間用を中心に手
続きの流れと検査方法及び料金体系を具体的にご説明
いただきました。さらに、かし保
険加入が住宅ローン控除の要件に
なっている旨の説明もありました。
不動産業者としてかし保険を十分
理解し活用していくことが必要な
時代となっております。
第２講 周南市の都市計画・景観について
講師 周南市 都市整備部 都市計画課
廣林 恵太郎 様 村林 伸二 様
都市計画課は不動産取引きにおいて馴染みの部署で

周

南

南

大林

英之

はありますが、個別の問合せでは、都市計画の全体や
変更点など分からないことがあります。そこで、周南
市の都市計画課の担当者に研修して頂きました。
基本的な概要の説明後、注意点・変更点として１低
層・2 低層での高さ10ｍ制限、特別工業地区、大規模
集客施設制限地区、臨港地区、駐車場整備地区、地区
計画、用途無指定区域の建築形態規制また市街化調整
区域でよく間違える点などご説明いただきました。
また平成24年 1 月 1 日より周南市全域に景観条例が
施行されており、「建築物の建築等・工作物の建築
等・開発行為」には届出が必要となっています。
最後にご担当者様に宅建協会研修用に「重要事項説
関係 法令別問合せ一
覧」を特別に作って頂
きました。丁寧な研修
誠に有難うございまし
た。
［出席者40名］

平成25年度支部忘年会

日時：平成25年12月 4 日
場所：ホテル・グラマシー
藤井総務委員長の開式の辞の後、池田支部長の挨拶
では飲食業界の表示偽装問題に触れ、業界の「倫理」
のレベルを高く保つことが大切だという実に真摯なス
ピーチから今年の忘年会はスタートしました。
来賓の藤井律子県議、友広巌県議からご祝辞を頂き、
森繁理事の乾杯で宴会の幕開けです。
今年は例年以上に活気を呈し、乾杯の直後からあい
さつ回りでテーブル間を行き交う人が多く、たちまち
騒然とした雰囲気となりました。
司会は今年も熊毛不動産の寺岡氏で、とてもお寺の
住職と思えない煩悩全開の進行で場を盛り上げます。
7 時過ぎからは寺岡氏と箱﨑理事の司会で恒例のジ
ャンケン大会がスタートしました。一人500円ずつ持
っての勝ち抜き戦です。今年は徳山不動産の中野さん
が優勝しました。優勝賞金は今年も共楽園に寄付され
ます。
引続いてビンゴゲームに突入です。進行はアオイ不
動産の松尾泰治さん、司地所の箱﨑功一さん、三和土
地建物の橘さんら若手にバトンタッチされ、さらに盛

周

法務委員長

新入会員紹介
有限会社

竹本事務所
竹本 健
〒743-0063 光市島田７丁目2-16
Te l.0833-72-2342
Fax.0833-72-2010

上っていきます。ビンゴ第 1 号はオートラックの大森
さんが射止め、以下40人に豪華賞品が当たりました。
さらに労働金庫徳山支店から商品券とＪＡ周南からお
米の協賛を頂き 7 名の方が恩恵に預かりました。
あっという間に 2 時間が過ぎ、アオイ不動産の松尾
元支部長の万歳三唱の後、守田理事の閉式の辞で本年
の忘年会を無事終了いたしました。みなさま、お疲れ
様でした。
［参加者 98人］

12月17日池田支部長は藤井律
子県議とともに社会福祉法人共
楽園を訪れ、忘年会でのチャリ
ティー募金は安江理事長に手渡
されました。

この度、入会させていただきました、有限会社竹本
事務所の竹本と申します。
地域の活性化に貢献できるよう、一生懸命努力して
まいりますので、皆様方の御指導、御鞭撻の程、よろ
しくお願い致します。
189号 31

柳井支部だより

柳
井

平成２５年度価格査定

平成25年11月 1 日（金）支部事務局において標準事例
地の価格査定を行いました。事例地を187ポイントか
ら大幅に増えた全477ポイントを、1 ポイント毎に 7 名
の査定員が査定しました。午後 1 時から始まり、皆さ
んの経験と知識により午後 4 時30分に終了しました。

柳
井

業務委員長

より多くの会員の方に利用して頂く為に｢ハトマー
クサイト山口｣に不動産取引の現場において強力な営

洋典

お忙しい中ご協力して頂いた会員の皆様には心よりお
礼を申し上げます。この価格査定は来年度以降も毎年
実施致しますので来年はより多くの会員の皆様のご参
加をお待ちしております。

平成25年度第２回支部研修会開催予定

開催日 平成26年 1 月29日（水）14：00〜16：30
場 所 中国電力㈱柳井発電所 ふれあいホール
演 題 「これからの不動産流通活性化のための
ハトマーク山口ホームページのシステムについて」

岡野

業務委員長

岡野

洋典

業支援ツールに注力しています。「中古住宅流通支援
ツール」「住宅ローンシュミレーションシステムの構
築」「リフォームのモデル表示と費用概算の表示」
「住宅履歴情報サービスの事業化」「登録物件のデー
タベース化」など、皆様に活用して頂く為の研修会で
すのでご参加お待ちしています。

岩国支部だより

岩
国

取引主任者試験の報告

今年も、平成25年度宅建取引主任者資格試験が10月
20日（日）に実施されました。山口県では試験会場が
3箇所設置されましたが、岩国支部からの試験監督員
の着任先は、防府市の誠英高校です。支部からは理事
11名が監督員として派遣されました。監督員は不正行
為を監視するだけでなく、午後1時開始の試験に先立
ち、午前11時までには会場に赴き、試験がスムースに
行われるよう諸準備をしたり、注意事項の確認をする
作業もあります。何度か経験した監督員ですが、やは
り終わるまでは緊張が解けません。当日は午前中から
曇天模様でしたが、試験の終わる頃には晴れ間がのぞ
き、事故もなく無事終了したことをご報告します。
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189号

副法務委員長

竹之内

山口支部だより

岩

国

既存住宅流通活性化セミナー

国策により既存住宅流通のあり方が変わろうとして
いる。何かの制度が変わるたび、新たに勉強するのは
大変なのだが、こと宅建取引業に関することであれば、
面倒だなどと看過することのできない問題だ。9月中
旬に五郎丸会長がお越し下さり、岩国・柳井支部合同

岩

国

『釣場放浪記』〜 ③大島油宇編

11月27日は悪天候が懸念されておりましたが、参加
者の日頃の行いが良いせいか、なんとか出船できるこ
ととなりました。午前６時新港から８人で出港し、周
防大島油宇の沖に７時には到着して、釣りの開始です。
少し沖目には片島も見えます。油宇の陸(おか)でも釣
りをすることがあるのですが、船から陸を眺めると
違った風景に見え、新鮮な景色に映ります。最近はア
ジの食いが悪いので、実は今回もウマヅラハゲを狙う
ことになりました。ハゲ専用の４本針仕掛けで、アタ
リがあれば即アワセの釣りです。波は１メートルほど
あり、かなり船が揺れる状況ですが、朝まづめ直後で
ハゲの食いがたっており、一投目から釣れ始めました。
好調なすべり出しです。ここぞとばかり、皆忙しく仕
掛けを投げ込みます。これは、いつ天候が悪化しても
よいように、早めに釣果をかためておきたいというみ
んなの考えからきているのです。想いが通じたのか好
調に釣れ続き、２ケタ以上釣り上げた人もいて、最初

法務委員

山本

のセミナーが開かれた。会長は芭蕉の言葉「不易流
行」をたとえに出され、自らまとめた資料をもとに熱
弁をふるわれました。本質的なものを忘れず、新しい
ものを取り入れていく―
―生き残っていくためには、避けては通れない課題だ。

業務委員

森本

のポイントでは合
格点をはるかに上
回る釣果が出まし
た。しかしその後、
波がさらに高まり、
強風が煽るように
なって食いも落ち
たので、別のポイ
ントへの移動を余
儀なくされました。普段船酔いしない人まで船酔いし、
ダウンするというハプニングもありました。きっと船
首にいたため、他の倍近く揺れがきつかったのでしょ
う。こうなると釣りも命がけです。お昼の12時になる
と大島沖の天候は急速に悪化
し、納竿となりました。帰り
を急ぐあまり船はスピードを
増しますが、何人かは大量の
水しぶきを浴びたり、海に投
げ出されそうになったりしま
した。まさに命がけです。ず
ぶ濡れになった人は、とんだ災難でしたね（笑）。そ
れでも終わってみれば、２、30匹釣り上げた人や、35
センチ前後も混じりましたので、今回も大盛況と言え
るでしょう。宴会では、次
回はメバルとの一本勝負に
挑もうとの話も飛び出し、
釣り同好会もいよいよ専門
的な釣りに向かうときがき
たのかなと、心が弾みまし
た。
189号 33
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189号

宅建ブログ「教学相長」
五郎丸 孝士 〜人に教え、人に学ぶ〜

教 学
相 長
（きょうがくあいちょうず

より転載）

退
No 支部 免許番号
1 下関 （6）
2215
2 周南 （10）
1529

…… リバース・モーゲージ
高齢化が急速に進んでいく中、年金や医療、福祉の問題が取り沙汰されて久しい
が、自宅を担保に入れて銀行等の金融機関から担保評価を限度とする融資を年金
という形で受け取り、死亡等による契約終了時にその担保不動産を売却して返済す
るという制度が リバース・モーゲージ である。
官では2002年に厚生労働省が都道府県の社会福祉協議会を実施主体として、
長期生活支援資金貸付制度 を実施している。これは厚生労働省が貸付原資の3
分の2を補助し、貸付用件は低所得世帯となっており、生活保護・福祉的色彩が強い。
民間では金融機関が実施しており、今までには様々なメニューが提案されている。
特に信託銀行と保険会社との提携により、65歳から80歳までは毎年一定額の融資
を受け、80歳以降は保険会社の終身年金に切り替えが可能なスキームを構築してい
るところもある。
また、最近では住宅メーカーも リバース・モーゲージ を取り入れている。自社の
一戸建住宅購入者に限定し、老後の生活資金としてその住宅の担保評価に応じて
融資し、契約者の死亡などで契約が終了した時点で不動産を売却して一括返済する
仕組みの商品設計を済ませ、導入する予定だそうだ。これは自社の商品の販売促進、
リフォーム、点検等のビジネスに繋がり、住宅新築後の長期的ビジネスモデルの構築
となる。
問題点としては長寿化、不動産価格の低下等があるが、以前 長期優良住宅 で
書いた様な認定住宅が増えていくと中古住宅の価格の安定に繋がり、この リバー
ス・モーゲージ の推進に大いに寄与するものと思われる。
高齢者（65歳）以上の持家率は88.9％と言われている。この不動産を リバース・
モーゲージ で活用することの市場規模は180兆円とも言われている。この制度の整
備は高齢化社会を迎えている現在、急務となっている。

会
商

㈱建友
守田商事

号

代 表 者
藤井 明徳
守田 達夫

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
90日前
この期間内に更新手続き

30日前
有効期間満了日
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。

期日

内

平成25年10月分
2㈬
4㈮
8㈫
9㈬
15㈫
16㈬
〃
18㈮
20㈰
30㈬
31㈭

容

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

期日

行動経過

宅建業者向けセミナー
（山口支部）
宅建業者向けセミナー
（下関支部）
第4回宅建主任者法定講習会
全宅連情報提供委員会
災害支援機器贈呈式
第5回常務理事会
宅建試験監督員説明会
平成25年度法テラス山口地方協議会
宅建試験
宅地建物等対策議員連盟合同総会
西日本不動産流通機構理事会

於山口 五郎丸
於下関 五郎丸
於会館 田中（康）
於徳島 五郎丸
於山口 5名
於会館 10名
於会館 73名
於山口 西村
於防府、山口 83名
於東京 髙見
於広島 髙見

内

平成25年11月分
6㈬
7㈭
8㈮
11㈪
14㈭
〃
15㈮
18㈪
20㈬

容

行動経過

不動産開業支援セミナー
全宅連中国・四国地区連絡会 研修会
新規免許業者研修会
平成25年度中間監査
全政連上期監査会
都道府県協会・本部事務局長会議
第7回業務委員会
第5回総務委員会
中部・近畿・西日本地区情報提供担
当者会議
21㈭ 人権確立をめざす県民のつどい
〃 第3回法務委員会
26㈫ 全宅管理、全宅保証、全宅連理事会
28㈭ 山口地域留学生交流推進会議

於福岡
於広島
於会館
於会館
於東京
於福岡
於会館
於会館
於大阪

池田、村河、神田
9名
池田、塩田、西村
6名
片岡
友弘
10名
9名
塩田、大林

於山口
於会館
於東京
於山口

神田
10名
髙見
西村
189号 35

㊻

周南支部

スリランカゾウがやって来た徳山動物園
徳山動物園は昭和35年（1960年）開園の50年
以上の歴史のある県内唯一の本格的な動物園です。
5万㎡の敷地に約130種類500点の動物が飼育され
ており、毎年市内外から30万人の来園者があります。
平成24年2月にアフリカゾウのマリが亡くなり数
年間はゾウの入手は困難ではないかと言われていま
したが、地元住民や関係各位の努力により平成25年
9月にスリランカゾウ2頭がやって来ました。
オスのミリンダ（5歳）とメスのナマリー（7歳）
でまだ子供ということもありますが、アフリカゾウ

開園時間 AM9:00〜PM4:30
休 園 日 毎週火曜日
（ただし、小中学校の長期休暇期間は開園）
12月29日、30日、31日
入 場 料 大人400円
（年間パスポート1,000円）
・
小人100円・幼児無料

のマリと比べてとても小さく、かわいらしいと子供
たちに大人気です。
その他動物園にはこんなスター達がいます。

アムールトラのケン

マレーグマのツヨシ君

ホッキョグマのユキ

レッサーパンダ

お正月には「もちまき」などのイベントもあるようです。ぜひご家族で一度行かれてみてはいかがでしょう
か。なお、徳山動物園は2020年をめどにリニューアルされる計画もあるようです。楽しみです。

周南支部

変革はいつも突然に

不動産業界の変革ですから一度ご自身でこれらの報告書
に目を通されてみてはいかがでしょうか。3月には新しい
「建物評価法」が提案されるでしょうし、
「ラ ウンドテー ブ
ル」では金融機関も含め新しい建物評価法を中古住宅流通
市場と金融市場のそれぞれに定着させるための取組みが検
討されているようです。
今年も、中古住宅流通活性化は最重要課題の一つである

ことに間違いありません。

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
会長

五郎丸 孝士

編集人

英之

H23年3月 住生活基本計画
H24年3月 中古住宅・リフォームトータルプラン
H24年6月 「不動産流通市場活性化フォーラム」提言
（H24年10月 不動産コンシェルジュ中国地区協議会発足）
H25年6月 中古住宅の流通促進・活用に関する研究会報告書
H25年6月 インスペクション・ガイドライン
H25年8月 中古住宅に係る建物評価手法の改善のあり方検討委員会
H25年9月 中古住宅市場活性化ラウンドテーブル

「世の中は自分の預かり知らぬところで動いている」感
が強いのですが、パソコンの普及やネット社会の到来がそ
うでしたし、最近では「中古住宅流通活性化」の流れがそ
うです。
特に中古住宅流通活性化は仕事に直結したことですから、
知らずにいてある日突然にでは話になりません。昨年より
五郎丸会長が先頭に立って宅建協会として取り組んでおり、
県本部および各支部の研修会で会長自ら講演頂き、その概
要と協会の取組み、今後の課題が会員に周知されてきまし
たが、大きな変革にも関わらずマスコミに取り上げられる
わけでもなく、市場のニーズを肌で感じているわけでもな
いので、あまり実感がないのが実情かもしれません。
しかし、変革はいつも突然にやってきます。この変革は
国の住宅政策の転換が元になっているので、発信元の国交
省の動きからは目が離せません。国交省のホームページか
ら最近の主な動きを見てみると、

発行人

大林

〒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

法務委員長

西 村 俊 爾

