
2014.8. 12

第191号第191号第191号

周南支部　藤 井 修 二

山口県の
文化遺産

山口県竹島古墳出土品（国指定）
　４世紀前半に作られた県内最古の前方後円墳から出土した銅鏡をはじめ
とする一括の副葬品です。
　銅鏡の１枚には魏の年号である「正始元年」銘があり、同じ鋳型で作ら
れた鏡が各地で見つかるなど、古代史を考えるうえで非常に重要なもので
す。
　新南陽民俗資料展示室でレプリカを展示しています。

三作神楽（周南市）　　
　三作神楽は、周南市北西部の和田地区三作
（林・原赤･中村の３自治会を合わせて三作とい
う）に古くから伝承され、七年目ごと（卯年・
酉年）の式年祭で地元河内社に奉納されてきた。

　その起源については定かでないが、明らかな資料としては、明和
元年（1764年）の墨書のある面が残っていた。神舞台本（三作神
楽保存会が使用している詞章本）や言い伝えによると、「大宝年間
（約1300年前）に大飢饉があったとき、この地方にも五穀が実ら
ず疫病が発生し、村人は草や木の根をかんで飢えを凌ぎ、多くの死
者をだした村は悲しみの声で充ちたという。この苦難から逃れよう
と、河内社に五穀豊穣と疫病退散を一心に祈願したところ、翌年か
らは作物が実り、病気も癒えた村には再び平和がおとずれた。村人
はそのお礼として、３村落民総出で力を合わせて神楽を奉納するよ
うになった。」と地元に伝えられる。
　式年祭で神殿を設け神迎えをして23の神楽舞を奉納するこの神楽
は、神祭りのひとつの古風な形にとどめ、中世の華やかな芸能をと
り入れて祭りの興奮を高めている。
　昭和62年に山口県の無形民俗文化財に指定され、平成６年に国の
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択され、平成12
年に国の重要無形民俗文化財に指定。
　また、三作神楽保存会は、昭和45年に発足し、地元三作の全世帯
を会員として、「神楽を永久に伝承すること」を会の目的としてい
る。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp
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三方荒神の舞



一般社団法人山口県宅地建物取引業協会
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山口本部

会長、本部長　五郎丸　孝士

平成26年度　会長就任あいさつ

　平成26年 5 月23日の総会におきまして、再

度会長という大役をお引き受けさせて頂くこ

とになりました。

　振り返りますと、平成24年度からの 2 年間

は、「公益法人改革」に没頭し、県・支部共

に、一般社団法人（非営利型）を選択致しま

した。また、県は無論のこと支部協会の設立

においても、定款案の助言をする等、多端な

日々を過ごしました。

　平成25年度は、中古住宅流通活性化事業の

素案作成を致しまして、26年度の 4 月より一

部実施しているところです。平成26年度は、

この中古住宅流通活性化事業を、実行性のあ

るものにしていく所存であります。

　ところで今年の 6 月18日の国会で、宅地建

物取引業法の一部を改正する法律案が成立さ

れました。

　この改正で、宅地建物取引主任者から宅地

建物取引士になったことは喜ばしいことであ

ります。

　しかしこの改正には、他にも重要な改正が

あります。第 5 条で「暴力団員の排除条項」、

第15条には「購入者の利益の保護と公正かつ

誠実に事務を行い、関連する業務に従事する

者との連携に努めなければならない」とあり

ます。第15条の 2 には「宅地建物取引士は、

宅地建物取引士の信用又は品位を害するよう

な行為をしてはならない」、更に第15条の 3

には「宅地建物取引士は知識及び能力の維持

向上に努めなければならない」とあり、第31

条の 2 には「宅地建物取引業者はその従業者

に対して、その業務を適正に実施させるため

必要な教育を行うように努めなければならな

い」とあります。

　このように今回の改正には、宅地建物取引

業者は、まず購入者の利益の保護をし、公正

かつ誠実に実務を行い、関連する業務に従事

する者との連携に努め、従業者に対しては必

要な教育を行うことが明記され、宅地建物取

引士は、信用、又は品位を害する行為をして

はならない事と、知識及び能力の維持向上に

努めなければならないことが記されています。

　「士」への格上げは、中古住宅流通の市場

拡大策のなかで、宅地建物取引士の果たす役

割に、期待が高まっていることが背景にある

と考えます。一般社団法人山口県宅地建物取

引業協会と致しましては、宅地建物取引士や

一般従業者のための研修、特に職業倫理の向

上に繋がる内容や、専門家としてのスキル

アップのための研修を、今まで以上に力を入
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れなければならないと思っております。

　又、関連する業務に従事する方々との連携

については、県協会において組織化すべく準

備をしているところでございます。

　何よりも会長就任以来、法務委員会を通じ

て奨めて参りました、「倫理綱領」「倫理規

程」の会員への周知が重要であり、今後とも

重点事業として進めていき、高い倫理観のあ

る業界としていくことで、地域社会からの信

頼に繫げていきたいものだと考えます。

　ところで「職業倫理」とは、職業に就いて

いる個人や団体が、自ら社会的な役割や責任

を果たすために、職業人としての行為を律す

る基準・規範とあります。

　つまり人間は、社会の中でしか生きること

ができないから、必ず人間関係が存在する。

倫理から外れて好き勝手をしていたのでは良

好な人間関係を保つことができない。お互い

に配慮しながら社会をつくっていく必要があ

ります。したがって職業倫理とは、「仕事を

通じて社会的役割を果たしていくなかで守る

べき決まり」となります。

　次に、最近の業界を取り巻くビジネス環境

は、ＩＴ化の進行に伴い全国展開が容易にな

り、市場の囲い込みが進行し、ビジネスにお

ける地域的な棲み分けがなくなり、異業種の

不動産流通業界への参入の加速度が増してお

ります。地方においては住宅産業からの不動

産流通市場への参入が本格的になり、脅威と

なりつつあります。

　この様な状況から我々は、コンサルティン

グ機能の向上等、ビジネスのステージを大幅

に上げなければ生き残れないと考えます。

　競争相手は、地域の不動産業者ではありま

せん。

　近年、政府の住宅政策の変更、宅地建物取

引士への昇格、大都市圏との経済格差の拡大

と伴に縮小していく地域の不動産市場等、大

きな時代の変化の節目の中にあるのではない

でしょうか。正に競争相手は、時代の変化か

も知れません。

　「ハトマークサイト山口」は、消費者・会

員にとって、使い易いサイトに変身させてお

ります。会員間の情報交換も簡単に自社の社

名入り情報紙が作成できる等、便利になって

おります。是非「ハトマークサイト山口」を

業務の中心に置き、山口県内不動産業者の情

報を集約することで大きなパワーとし団結し

て、この時代の節目を乗り切っていきたいも

のであります。

　国交省で推進しております中古住宅流通促

進事業も、「ハトマークサイト山口」の中で、

「ハトマークR住宅」をブランド化していき、

これに賛同し先導していただける会員には、

一定のインセンティブを付与し、実行性のあ

るものにしたいと考えています。

　以上の他に、平成26年度、一般社団法人山

口県宅地建物取引業協会運営方針につきまし

ては、常務理事会や理事会において、提案し

て参る所存で御座います。

　今こそ、県下会員一致団結し、「すべては

お客様の立場にたって」を合言葉に切磋琢磨

していこうではありませんか。

　以上をもって会長就任のご挨拶と致します。
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第55回定時総会　スローガン

　（一社）山口県宅地建物取引業協会、（公社）全宅
保証協会山口本部は、 5 月23日㈮、山口県不動産会館
において、多くの御来賓をお迎えして定時総会を開催
致しました。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 名の永年功労者への表彰状
贈呈の後に議長団選出があり、熊毛不動産㈱の寺岡雅
喜氏（周南支部）、㈱小郡不動産の右田善弘氏（山口
支部）の両氏を指名しました。

　議長より定足数の発表があり、総正会員数799名、
出席正会員数557名（内訳　会場出席者81名、委任状
出席者476名）の発表を受けて、議長は定款第26条第
１項に基づき、本会が有効に成立した旨を宣言し､議
事に入りました。本年は役員改選の年であり、新しい
県理事、監事が承認され、その新しい理事会に於いて
五郎丸会長（周南支部）が再び新会長に選出されまし
た。議事は無事に審議され、閉会の辞を髙見副会長が
されて閉会となりました。

平成26年度　定 時 総 会

総会

御来賓

▲表彰式贈呈

五郎丸会長挨拶

〔報告事項〕
報告事項１　平成25年度事業報告の件
報告事項２　平成26年度事業計画の件
報告事項３　平成26年度収支予算の件
報告事項４　その他の件
（宅地建物取引業における人権に関する

取組の指針策定の報告）
〔決議事項〕
第 1 号議案　平成25年度収支決算承認の

件・監査報告
第 2 号議案　役員選任の件
第 3 号議案　その他の件
〔報告事項〕
公益目的支出計画実施報告書の件

議事　（一社）山口県宅地建物取引業協会

会長表彰受賞者	 ※順不同

氏　名 商　　　号 支部名

髙　見　嘉　久 ㈲タカミ不動産 山口支部

田　中　康　博 エルアール不動産 岩国支部

信頼産業を目指し　ハトマークR住宅の会員への啓蒙と
　消費者への普及を

更に充実した　「ハトマークサイト山口」の活用で
　流通市場の拡大と会員の拡大を
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新 役 員 紹 介（平成26年度・27年度）
理事 28名

監事 4名

監事
西田　光子

会長
五郎丸孝士

専務理事
境田　次治

総務委員長
池田　周太

業務委員長
塩田　博志

法務委員長
西村　俊爾

常務理事
林　眞一郎

常務理事
松村　　誠

常務理事
澤村　修一

常務理事
中川　信広

常務理事
松浦　哲也

理事
白川　　保

理事
西山　菊市

理事
清水　謙治

理事
大田耕一郎

理事
浅川　幸則

理事
土岐山雪絵

理事
村田　幹夫

理事
松本　　淳

理事
尾村　成一

理事
平連　嗣騎

理事
砂原　哲生

理事
藤村　泰則

理事
藤井　修二

理事
吉木　葉子

理事
島津　和典

理事
竹之内早苗

監事
清水　　力

監事
原　　文男

監事
佐野　　弘

副会長
森口　敏充

副会長
上原　祥典
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　このたび、副会長という重責をお引き受け致しました、岩国支部の森口と申します。

　五郎丸会長の運営方針を、まずは、私自らが十分理解、納得し、今後の（一社）山口県宅地建

物取引業協会の、さらなる発展のために、少しでも貢献していきたいと思っております。

　役員の皆様をはじめ、会員皆様方のご理解、ご協力を今後共よろしくお願い申しあげます。

　この度、県本部五郎丸会長より副会長職をご拝命賜りました。これまでの下関支部長 5 期10年
の経験を活かし、五郎丸会長や担当委員長をサポートし山口宅建本部の発展や会員皆様方のお役
にたてられますように、全身全霊で日々精進努力して参りたいと思います。会長始め関係者のご
尽力により既存住宅の活性化事業もやっとスタートが切れました。土地の価格査定システムも導
入でき、又新しい建物の評価方法は国交省よりの発表を心待ちにしております。会員の事業をサ
ポート（協会対会員の信頼の構築）していく、それが協会の使命だと私も確信しています。先日
の研修会にもございましたとおり、これからの21世紀の不動産業界の課題は多く、不透明な大変
革期ではございますが、様々な業務の将来の光を見出していかなければならないと痛感しており
ます。会長を中心に一致団結し、乗り越えて参りたいと存じます。まだまだ未熟な面は多くござ
いますが、今後ともご指導とご鞭撻、ご協力の程、宜しくお願い申し上げ、副会長の就任の挨拶
とさせて頂きます。

　平成26年 4 月 1 日付けで事務局長として、さらに 5 月23日開催の第55回定時総会において、専
務理事に選任されました境田です。
　先年、県庁入庁以来45年間の現役生活における建築の集大成を迎えたところですが、このたび、
縁あって当協会の一員として、「中古住宅流通活性化事業」という命題に重責を感じながら、自
分自身の脳の活性化はもとより、これまで修得した知識、技術を今一度掘り起こし、「建築士」
として再挑戦することとなりました。
　本年 6 月18日、国会成立の「宅建士」への名称変更とともに「宅地建物取引業法の一部を改正
する法律」が 6 月25日公布され、会員各位の意識改革はもとより、宅建業法に必要な知識及び能
力の向上に努める義務が課せられたところでもあります。
　こうした中、不動産取引において最も身近で、かつ、人間生活に必須の不動産ともいえる「住
宅」への取り組みは、形は違えど私にとっても最終目標であるところです。
　また、「重要事項説明」の一つに位置付けられている建築基準法関係等々の知識の積み上げ、
浸透こそが、業界全体の底上げの一因であると認識しております。
　これから、五郎丸会長先導のもと「ハトマークＲ住宅」推進事業の取り組みとともに、不動産
流通市場活性化へむけて、会員皆様方のご協力を得ながら、鋭意務めて参る所存でございますの
で、どうぞよろしくお願いします。

副会長・専務理事・専門委員長　就任挨拶

副会長

森口　敏充

副会長

上原　祥典

専務理事

境田　次治
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　本年度の役員改選により、26年度・27年度の 2 年間、引き続き総務委員長を務めます周南支部
の池田でございます。 5 月23日には、第55回定時総会を開会致しました。一般社団法人へ移行し
て初めての収支決算を終え、無事閉会できました事を会員の皆様へご報告致します。
　全国47都道府県の内、12都道府県の宅建協会が一般社団法人に移行しました。本会の場合、会
員のための共益事業を外部団体に移す準備ができていなかった事と、財務的に余裕のない理由に
より、一般社団法人の選択となりました。公益社団法人という冠だけで公益を選択した宅建協会
は、会員に対する事業繁栄のための共益事業はほとんどできないまま、決算を迎える度に大変な
思いをするのではないかと思います。
　五郎丸会長をはじめ執行部は、将来の後輩達が現在の一般社団法人から公益に目指す選択がで
きるよう、公益目的支出計画を着実に進めながら、研究・討議をしていきます。前年度は、県本
部が策定した直接事業に係る各支部の執行率は平均で約50％でした。まだまだ社会貢献業務・研
修業務・情報交換業務等、あまり執行されていない業務が目立ちます。本年度は、各支部にて目
的・計画性を持って、確実に執行していただきます。
　平成27年 4 月 1 日より「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へと名称変更されま
す。社会的にも信用が期待される中で、信用失墜がないよう、倫理規定と知識向上が求められま
す。今年になって全宅連も、将来目指すべき姿の「ハトマークグループビジョン」を策定しまし
た。本会では以前より、五郎丸会長が提唱されている「三つの信頼」を基本方針として、地域の
人々からの信頼を得、会員の事業活動を支援する協会運営に努めますので、会員の方々のご理解
とご協力をお願い致します。

　五郎丸会長の下、前期に引き続き業務委員長の職を引き受けさせて頂きました。本委員会は、
会員の皆様へ直結するサービスの提供が最も重要な役割と認識しております。国土交通省は中古
住宅の流通促進に大きく注力し、フローからストックへと政策を展開しており、その中心的役割
を担うのが我々宅建協会員です。ホームインスペクション等の事前検査、既存住宅瑕疵保険によ
る安心の提供、リフォームやリノベーションのよる住宅価値の維持及びその価値評価基準の見直
し。高まるばかりの消費者ニーズに対し、『ハトマークＲ住宅』を協会の推奨ブランドとして確
立し、広く一般消費者への販売促進につなげていただきたいと考えております。リフォーム業界
や検査会社、金融機関等々、関連周辺業界との連携を図り、国や消費者の要求を実務の現場にど
う反映させて行くか、そういった課題に対して『ハトマークＲ住宅』を利用していただくことに
よって必然的に会員の皆様の知識が向上し、時代の流れに順次対応できるような仕組み作りを進
めております。また、価格査定システム、ローンシミュレーションシステム、リフォームシミュ
レーションシステム等々、ハトマークサイト山口の中身も充実度を増しております。
　今後ともより良いサービスの提供に向け、与えられた期間精一杯務めてまいりますので、皆様
のご支援ご協力の程宜しくお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

　今年度の役員改選に際し、再び法務委員長を努めます山口支部の西村です。
　アベノミクスによる景気の回復は見られるものの、地方では我々を取り巻く不動産業界の環境
につきましては、まだまだ厳しいものがございます。この中で最近、モラルハザード（倫理観、
規律の欠如）という言葉をよく耳に致します。本部総会で五郎丸会長の示された教会運営コンセ
プトと事業フレームの中で、 3 つの信頼があげられています。即ち、①協会対会員、②協会対社
会、そして③会員対会員の 3 つの信頼構築です。私達はその 3 点を遵守することにより、お互い
の絆を深め、その中で協会の掲げる「倫理綱領」をしっかりと認識してゆくことが重要と考えて
おります。
　今後の 2 年間、皆様方の御指導、御協力をお願い申し上げまして就任のご挨拶とさせていただ
きます。

総務委員長

池田　周太

業務委員長

塩田　博志

法務委員長

西村　俊爾
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くため、また、ハトマークの会員並びに地域の生活者、消費者を
「笑顔」にするため、ハトマーク会員・宅建協会・全宅連等のハト
マークグループが一体となって取り組むことにより実現できる、理
想の姿を描いた「ハトマークグループ・ビジョン」を策定したこと
について説明がありました。「地域との密接な関わりを持ち、継続
的な地域貢献活動を行うことにより、地域の笑顔を増やす」「不動
産・住宅市場の活性化とハトマーク会員の取り扱い件数の増加を目
指す」の2つを10年後の目標とし、ビジョンの実現に向けて今後さま
ざまな取り組みが行われます。
《総会議案》
［報告事項］
　報告事項 1 　平成25年度事業報告の件、平成25年度業務監査報告
　報告事項 2 　平成26年度事業計画の件
　報告事項 3 　平成26年度収支予算の件
　報告事項 4 　ハトマークグループ・ビジョンの実現に向けた戦略の件
［決議事項］
　第 1 号議案　平成25年度決算承認の件、平成25年度会計監査報告
　第 2 号議案　理事選任の件
　第 3 号議案　監事選任の件

　全議案の審議終了後、新理事による理事会が行われ、引き続き伊
藤博氏（愛知県宅建協会）が平成26年度、平成27年度の会長に選任
され総会は終了しました。

　全宅連総会終了後、同会場において、平成26年度全宅保証協会定時総会が開催されました。公益社団法人移行 2 年目を迎えた保証協会では、
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目途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
つ的確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25年度の苦情解決申出件数は346件でした。
また、弁済認証申出件数は227件、認証件数は125件であり、申出人に支払われた認証額は 4 億 2 千万円の状況です。
　また、本総会の決議事項として、不動産保証協会への認証申出及び同協会との協定書の締結に関する件が承認されました。全宅保証協会及び
全日本不動産協会を母体とする不動産保証協会は、弁済業務に関する規約において消費者を保護するため、①所属会員の認証申出は 5 ケ月間弁
済順位を保留し、一般消費者からの申出を優先する。②宅建業者として相当の注意を払った場合のみ対象とする。③宅建業者間の違約金及び仲
介手数料は対象外とする。との 3 つの制限を設けていますが、内部規約のため所属会員以外の業者にはこの制限が適用出来ません。協定書の締
結により、全宅保証協会会員が不動産保証協会へ認証申出をする場合、同協会における所属会員による認証申出と同様に扱われ、同協会の弁済
業務規約に従うことになります。つまり、我々全宅保証協会会員が不動産保証協会に認証申出をしても上記 3 つの制限が適用されるため、一般
消費者からの認証申出が優先されることになります。先般平成26年 7 月 2 日に全宅保証協会の伊藤博会長並びに不動産保証協会の林直清理事長
により協定書の調印が行われました。なお、協定発効日は平成26年10月 1 日からとなります。次ページの協定書と、協定締結による両協会の弁
済処理のイメージをご参照下さい。

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 第42回 定時総会

　平成26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。総会の開催に先
立ち伊藤博会長より、宅
地建物取引主任者の名称

を「宅地建物取引士」とする宅建業法一部改正案が 6 月18日に可決成立した旨説明があり、47都
道府県宅建協会会員の協力により、長年にわたる要望が実現したことについて謝辞を述べられま
した。
　平成24年 4 月 1 日より公益社団法人として新たにスタートし、 2 年目の団体運営がなされ、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。
  また会員等への業務支援事業として、ハトマーク会員が継続的かつ安定的に事業を展開してい

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 第48回定時総会
開催日　平成26年6月26日（木）　
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）

全宅連平成26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

《総会議案》
［報告事項］
　報告事項 1 　平成25年度事業報告の件、平成25年度業務監査報告
　報告事項 2 　平成25年度決算報告の件、平成25年度会計監査報告
　報告事項 3 　平成26年度事業計画の件
　報告事項 4 　平成26年度収支予算の件
［決議事項］
　第 1 号議案　公益社団法人不動産保証協会への認証申出及び同協
会との協定書の締結に関する件
　第 2 号議案　理事選任の件
　第 3 号議案　監事選任の件

  全議案の審議終了後、新理事による理事会が行われ、全宅連同様
に伊藤博氏（全宅保証愛知本部）が平成26年度、平成27年度の会長
に選任され総会は終了しました。

全宅保証平成26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
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協 定 書
　公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会（以下「甲」という。）と公益社団法人不動産保証協会（以下「乙」という。）の
両協会は、宅地建物取引業法に基づく弁済業務において、消費者を優先的に保護するため、所属会員による相手方の保証協会へ
の認証申出の処理に関し、下記のとおり本協定を締結する。
（総会の決議）
　第 l 条　甲及び乙は、次の各号に定める事項を互いの総会にて決議する。

（1）甲又は乙の所属会員が、相手方の保証協会へ認証申出する場合にあっては、同協会における所属会員による認証申出と
同様に扱われ、同協会の弁済業務の諸規定に従うこと

（2）本協定書を締結すること
（相手方所属会員による認証申出の処理）
　第 2 条　甲は、乙所属会員による甲への認証申出があった場合は、甲所属会員による認証申出と同様に扱い、甲の弁済業務方

法書及び同細則を適用する。
　　　 2 　乙は、甲所属会員による乙への認証申出があった場合は、乙所属会員による認証申出と同様に扱い、乙の弁済業務規

約を適用する。
（諸規定の整合性）
　第 3 条　甲及び乙は、会員による認証申出の審査基準に関する諸規定の整合性を確保するように努め、当該諸規定を改正する

際には、相手方の保証協会と協議するものとする。
（会員への周知）
　 第 4 条　甲及び乙は、本協定内容を所属会員に周知するように努める。
（効力の発効）
　 第 5 条　本協定は、第 1 条に定める決議を条件とし、甲及び乙の総会で決議された発効日をもって発効する。
（協定の解消）
　第 6 条　甲及び乙は、協議又は相当の期問（ 3 ケ月以上）をおいて事前に相手方に通知することで本協定を解消することがで

きる。但し、解消日までに受理されている認証申出（苦情解決の申出を含む。）案件に関し、その処理が終了するまで
本協定は効力を有する。

（協議事項）
　第 7 条　本協定に定めのない事項については、甲及び乙協議の上、決定する。

本協定の締結の証として、協定書を 2 通作成し、甲及び乙の代表者が記名押印の上、各 1 通を保有する。

　平成26年 7 月 2 日
　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　東京都千代田区岩本町2−6−3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会　　　　会　長　　伊 藤 　 博

　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　東京都千代田区紀尾井町3−30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人不動産保証協会　　　　　　　　　　理事長　　林 　 直 清

《参考》　協定締結による両協会の弁済処理のイメージ

両協会の所属会員よりの認証申出に関
する規約上の権利制限の主な内容
1.会員の申出は、5ケ月間弁済順位を保
留し一般消費者からの申出を優先す
る。

2.宅地建物取引業者として相当の注意
を払った場合のみ対象とする。

3.宅地建物取引業者間の違約金及び仲
介手数料は対象外

《参考》　協定締結による両協会の弁済処理のイメージ
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　25年度の事業展開として下記の事業を行った。
　貸主、借主、管理業者及びサブリース業者が、それぞれどのように行動して、
良好な住環境を形成し、地域の価値を高めることが出来るのかを、実務に即し
て「賃貸不動産管理　標準化ガイドライン」（中間案）として取りまとめた。
　「賃貸不動産管理業の手引き」及び「賃貸不動産管理業務マニュアル」をテキ
ストとする会員研修会を全国11会場で開催した。

　民法（債権法）改正では、実務面での影響が懸念されることから、全宅連とともに法務省への意見具申を行った。
　賃貸不動産管理関係書式集の見直しを作業を行った。
　26年度の事業計画案は本年度は重点事業として、賃貸不動産管理の標準化に取り組む。
　賃貸標準化ガイドラインを策定した。賃貸管理業の重要性が指摘されている中、その業務のあり方や内容があいまいにされている
といった状況が続いている。そのような状況を鑑み、周知、標準化を目的に策定している。このガイドラインが業界標準となるよう
業界団体等との意見交換を積極的に推進していく。会員の皆様にはこのガイドラインをご活用いただき、理解を深めるための研修会、
広報誌、メールマガジン等を通じ情報発信を行う。
報告事項　①平成25年度事業報告の件　②平成26年度事業計画の件　③平成26年度収支予算の件
決議事項　第 1 号議案　平成25年度収支報告承認の件　平成25年度監査報告
　　　　　第 2 号議案　任期満了に伴う理事、監事の選任に関する件　総会は無事終了致しました

全宅管理　第 2 回理事会　同所　12:00〜　上原理事出席　全宅管理の会長に　市川宣克氏（静岡）が指名された。
　副会長　安田勝井（青森）、内山俊夫（埼玉）、松尾信明（兵庫）　専務理事佐々木正勝（宮城）
　市川会長は、「今後賃貸管理の適正化に向けた法制化を進めていくが、他団体とも意見交換しながら、このガイドラインを法制化
に向けて活用していきたい」と語った。
　不動産業務が高度化され事業が多様化される中、我々賃貸管理業者に望まれるものは、消費者及び事業者に「安心、安全」な管理
業務の確立と専門家としての技能、知識の提供に他ならない。全宅管理は賃貸管理のプロ集団を目指し「ガバナンスの確立とコンプ
ライアンスの周知」に取り組むと共に以下の事業を展開していきます。
　１　強靱な組織の確立　①会員数1万人組織の確立　②支部組織の充実と事業の確立　③その他
　２　組 織 の 整 備　①成長戦略部門の創設　②研修事業、学術的研究事業、人財育成事業の整備　③インターネット、ITの活

用ネットワークの構築
　３　収 益 事 業 の 検 討　①関連業者との連携による収益事業の確立　②支部事業に還元する事業の確立　③会員事業者の業務拡充

に向けた収益事業の確立

  本年は、昨年 4 月に公益社団法人として登記が完了して第１回の定時総会と
なった。
　総会は中四国九州17県の関係者が一堂に会し、公益法人としての初年度事業
の経過報告とその収支や新年度計画について、それぞれ報告や協議事項に対し
て審議が行われたが、執行部より提出された事項については、全て原案どおり
可決承認された。

　また、なかでも今年度から各単協が負担する会費およびシステム利用にかかる単価について、それぞれ増額の改正案が上程された
が、これらについても審議の結果原案通り可決決定した。
　25年度におけるレインズへの物件登録件数は、毎年微増を続けているものの登録全体では147万超物件が登録され、その内、約 4 万
8 千超物件の成約報告に留まっている状況である。いかに成約報告がなされていないか、機構管内での流通の傾向やデータ収集の面か
らも、成約の結果報告が定着して、正確なデータ分析の材料となることを期待したい。
　なお、本年は機構役員改選の年度であり、各単協から選出された新役員による理事会が行われ、新会長には香川宅建の日下会長が
就任、副会長は当山口宅建、五郎丸会長ほか 3 名（沖縄宅建、全日、FRKの各代表）専務理事には北里福岡宅建会長を選出して、以
後 2 年間の業務執行をお願いすることとなった。  

　毎年6月に開催される中国地区不動産公正取引協議会定期総会が、今年度は鳥
取県で開催されました。総会の開催に先立ち役員表彰が行われ、永年にわたり
協議会の発展向上に多大な貢献をされた髙見理事（山口県宅建協会前副会長）
に感謝状が贈呈されました。
　平成25年度に行われた事業について、各協会において会員を対象とした不動

産の表示規約に関する研修会が多数開催されたこと、また、公正競争規約の適正な執行の増進に努めるべく、新聞折り込み広告を中
心に、内容・表現のチェックを行い、違反広告の排除に努めたとの説明がありました。我々宅建業者が一般消費者の方々に誤認を与
えるような広告をすることのないよう、このような取り組みは今後も重要なことだと思われます。法務委員会において、会報「宅建
やまぐち」への掲載等により、不動産の表示規約、また、不動産の景品規約に
関する注意事項を会員の皆様にお伝えして参りたいと考えております。不動産
広告の作成に際しましては、会員の皆様にお配りしております「不動産の公正
競争規約」「不動産広告ハンドブック」を是非ご活用下さい。
　総会の終盤、役員改選の議案終了後、新理事による理事会が行われ、津村副
会長（広島県宅建協会長）が平成26年度の会長に選任されました。最後に、五
郎丸副会長（山口県宅建協会長）が、次回第36回定期総会を山口県で開催する
ことについて議案上程、全会一致承認可決され、定期総会は終了致しました。

第4回 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会　定時総会

平成26年度　公益社団法人西日本不動産流通機構　定時総会

中国地区不動産公正取引協議会　第35回定期総会

開催日時　平成26年6月27日（金）11:00〜
開催場所　ホテルニューオオタニ
出 席 者　理事　髙見　嘉久
　　　　　理事予定者　上原　祥典

開催日時　平成26年6月19日（木）14:00〜
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
　　　　　旧委員　髙見　嘉久

開催日　平成26年6月20日（金）
場　所　鳥取県「ホテルニューオータニ鳥取」
出席者　山口県宅建協会より10名出席
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法務委員　土岐山　雪　絵
　平成26年度第 1 回山口県不動産研修会が平成26年 7 月 1 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、梅雨の合間の貴重な青空の日ではあるものの蒸し暑く
汗ばむ中、170名のご出席をいただき、午後 1 時半より西村俊爾法務
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　『21世紀の不動産の常識』
　講師　ベル・プレックス　鈴木卓哉様をお迎えして
　不動産の関わる現状、近未来について数値で、順を追ってわかりや
すくお話しいただきました。

これからの、宅地建物取引主任士としての専門性とプロ意識、業界
における社会的責任を実践するため、もっと調べ知識を蓄えることが
必要であること、山口県は災害と無縁な地域ではないこと。災害対策
として、業者として求められている安全性、経済性は、発表されてい
る数値からだけでも予測出来ること、来るべき災害に早急に取り組む
べき問題と課題である等々、説明いただきました。
第 2講演題　『保険代理店業務について』
　講師　富士火災海上保険株式会社山口中央支店
　　　　支店長　清原康孝様をお迎えして
　宅地建物取引業のプラスアルフアの事業として提携代理店へのご提
案、魅力のある手数料、軽減された事務手続きについて等々説明頂き
ました。
第 3講演題　『人権間題について』
　講師　山口県環境生活部人権対策室
　　　　主幹　瀬原正博様をお迎えして
　宅地建物取引業から見た業務にかかわる人権についての取り組みや
人権推進指針、不適切な事案をふまえ、我々のあるべき社会的責任に
ついてお話しいただきました。

　当協会で作成した宅地建物取引業における人権に関する取組の指針を基本に、改めて人権を尊重しながら業務を行うこ
とが求められていると説明いただきました。
　月始めということもあり、他のセミナーと重なり駐車場が遠いなど大変ご不自由をかけてしまいました。
　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、より多くのビジネスのヒントや業務に密接な話だと改めて勉強になりました。
　次回の研修会もより多くの皆様にご参加頂き、貴重な話を直接聞いて同じように感じて頂きたいと思います。次回もよ
り多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第26年度　第１回山口県不動産研修会
平成26年度第1回山口県不動産研修会

平成26年 7 月1日㈫　13：30〜16：30
山口県セミナーパーク｢講堂｣

研修次第
司会　法務委員長　西村　俊爾

倫理綱領唱和

主催者挨拶　会長　　五郎丸　孝士

研　　　修
　　第１講　13:40〜15:10
　　　演題　『２１世紀の不動産の常識』
　　　講師　　ベル・プレックス　鈴木　卓哉　様

−　休　　憩（10分）　−

　　第２講  15:20〜15:50
　　　演題　『保険代理店業務について』
　　　講師　　富士火災海上保険株式会社　山口中央支店
　　　　　　　　支店長　清原　康孝　様

　　第３講  15:50〜16:20
　　　演題　『人権問題について』
　　　講師　　山口県環境生活部　人権対策室
　　　　　　　　主幹　瀬原　正博　様　

（—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

富士火災海上保険㈱　清原 様ベル・プレックス　鈴木 様 県人権対策室　瀬原 様
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「ハトマークサイト山口」新システム追加のお知らせ
　『会員間情報交換システム』や『契約書作成ソフト』を盛り込み、昨年 9 月より稼働を開始しました『ハトマークサイ
ト山口』につきまして、新たな機能が加わりより便利なものへと更改をしておりますのでここにご紹介をいたします。
1．『ハトマークR住宅』のブランド展開
　消費者により安心していただけるよう、物件の状況に合わせてA（シングルエー）・AA（ダブルエー）・AAA（ト
リプルエー）へとランクアップ。
　ハトマークR住宅につきましては、接して利用していただくことによって、中古住宅流通促進の時流の把握ができ、
自ずと会員の皆様のスキルアップへと繋げていただけるものになっております。

2．ローンシミュレーション
　返済能力から購入可能物件の自動検索へ。ハトマーク山口登録物件との連動型で非常に便利です。

3．土地価格査定システム
　我々の最大の財産である取引相場について、極めて信頼性の高い形で依頼者へとご提案できるシステムがスタート。
フルカラーで説得力のある査定書が作成できます。

4．リフォームシミュレーション　
　部分ごとや建物全体のリフォームプランの目安価格が簡単に把握でき、多様化する顧客ニーズを取り込むことによっ
て、ビジネスチャンスを大きく膨らませていただくためのツールです。

　今年度はテレビCM等も予定しておりますので、より多くの物件登録をしていただき、より多くの成約につなげていただ
きたいと考えております。
　国交省の中古住宅流通活性化策に伴い、中古住宅の取引は大きな転換期を迎えようとしております。
　消費者との知識の逆転が起こらないよう、会員の皆様も積極的に『ハトマークサイト山口』をご活用下さいますようお
願い申し上げます。

①ハトマークＲ住宅（消費者向け）
「詳細はこちら」をクリックするとハト
マークＲ住宅説明ページ（消費者向け）
が開きます。
また、ハトマークＲ住宅の登録件数を確
認することができます。

②購入可能額から物件を探す
　（ローンシミュレーション）
「詳細はこちら」をクリックするとロー
ンシミュレーションシステムを利用でき
ます。
登録物件とも連動しており、算出された
金額から購入可能物件を検索することが
できます。

③ハトマークＲ住宅（会員向け）
ボタンをクリックするとハトマークＲ住宅説明ペー
ジ（会員向け）が開きます。
また、ハトマークＲ住宅の登録及び登録方法の確認
ができます。

④土地価格査定書作成
P.13をご参照ください。
　

⑤リフォーム費用シミュレーション
ボタンをクリックするとリフォーム費用シミュ
レーションシステムが利用できます。
消費者へのリフォームプランや費用シミュレー
ションの提示を行う事ができます。

業務委員長　塩田　博志

トップページ　新デザイン

会員専用ページ　新デザイン

ハトマークＲ住宅の登録は
こちらからログインして下さい。

①

③
④
⑤

②
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　P.12④のボタンをクリックすると「土地価格査定システム」専用ページが開き、価格査定書を作成することができます。
このシステムは、会員の皆様にご協力いただき調査した事例地データに基づき構成しており、各会員の店舗からリアルタ
イムにネット上で価格査定を行い、媒介依頼者に意見価格として提言できる価格査定書を作成するシステムです。是非ご
活用下さいますようよろしくお願い申し上げます。

※利用回数に制限を設けておりますので、ご注意下さい。（会員 1 社あたり15件／月） 4 月 2 日より稼働開始し、 7 月25
日時点ですべての支部にて利用が可能になりました。

左記の４項目にチェック
がつき、一番下の査定書
出力のページで依頼者名、
会員名、担当者名、電話
番号（入力必須項目）を
入力すると査定書が作成
できます。

▼トップページ（新規利用…〇部分のどちらかをクリック） ▼査定地情報入力画面

191号 13



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（依頼）

宅地建物取引業における人権に関する取組の基本方針

平素は、宅地建物取引業の適正な業務の運営と公正な取引の確保について御尽力いただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、宅地建物取引業を巡る人権問題の最近の状況を見ると、業界において人権意識の向上を図る取組が行われる一方、

未だ一部において極めて不適切な事象も見受けられます。
本県でも、昨年11月に国土交通省から情報提供があり、県内宅地建物取引業者（以下「当該業者」という。）において、

同和問題の解決に逆行する不適切な事案が発生していたことを了知いたしました。
本県では、この事案を重く受け止め、当該業者の店舗に立入調査を実施し、事実関係を確認した上で、必要な指導を

行ったところです。
宅地建物取引業は、国民の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、その責務を果たす一環と

して、業界の人権に関する取組の推進が求められています。
つきましては、貴協会会員に対して、本事案の発生の周知並びに適切な指導をいただきますとともに、下記について取

り組まれるようお願いいたします。
記

１　当課において策定した「宅地建物取引業における人権に関する取組の基本方針」
　　（以下「基本方針」という。 ） の会報誌等による会員への周知
２　基本方針に基づく人権に関する取組の「ガイドライン」の早期策定
３　会員を対象として行う研修会における人権研修の実施

平成25年 4 月
１　基本方針の趣旨

　宅地建物取引業者は、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保しながら、依頼者の二一ズに合わせて、良好な宅
地や住宅等を提供することで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いる。
　また、近年の国際的な潮流の中で、宅地建物取引業者も、企業（事業者）の社会的責任として、ISO26000に準拠した
人権に関する取組を自主的かつ主体的に進めていくことが求められている。
　このため、県内における宅地建物取引業者の人権に関する取組に関し、「山口県人権推進指針」を踏まえた基本的な
方針を定め、県と業界とが適切な役割分担をしながら具体的な取組を推進することとする。

２　県の役割
　県は、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会山口県本部（以下「業界団体」と
いう。）が宅地建物取引業者の人権に関する取組に対して、主導的かつ先導的な役割を果たすよう、適切な助言及び支
援を行う。

３　業界団体の役割
　業界団体は、県の助言等を踏まえ、次の取組を推進し、会員である宅地建物取引業者の人権に関する取組に対して、
主導的かつ先導的な役割を果たす。
⑴　基本的人権の尊重と人権間題の正しい理解を図るため、会員に対する研修を年次計画的に実施する。
⑵　事業所内研修に活用できるパンフレッ卜等を作成する。
⑶　人権に関する取組の「ガイドライン」を策定する。
⑷　その他、必要な調査及び研究を実施する。

４　宅地建物取引業者の取組
　宅地建物取引業者は、次に掲げる事項を遵守して、人権に関する取組を自主的かつ主体的に推進する。
⑴　取引物件の所在地等について、差別につながるおそれのある土地柄などの調査、報告及び教示をしない。
⑵　賃貸住宅等の媒介業務において、国籍、障害、高齢等の不合理な理由により、入居機会を制限しない。
⑶　業界団体が別に定める「ガイドライン」を適切に運用する。

山口県土木建築部住宅課

宅地建物取引業における人権に関する取組について
宅地建物取引業における人権に関する取組について、現在一般社団法人山口県宅地建物取引業協会にお

いては、本部研修会や宅建主任者法定講習会にて山口県人権対策室より講師を招き、人権意識の向上を
図っております。

また、この度「宅地建物取引業における人権に関する取組の指針」を策定し、5月8日開催の理事会にお
いて承認され、5月23日開催の第55回定時総会にてご報告いたしました。今会報にて掲載（次ページ）して
おりますので、会員の皆様に於かれましてはご一読いただければ幸いです。
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宅地建物取引業における人権に関する取組の指針

平成26年（2014年）5月8日
一般社団法人山口県宅地建物取引業協会

私たちは、顧客、依頼者、地域住民など様々な人々と関わりを持ちながら、宅地建物取引業
を営んでいます。これら多くの人々から信頼され、理解をされなければ、私たちの事業活動が
地域に根付いて発展・飛躍することは期待できません。

このため、私たちには、人権尊重の視点を持って、免許事業者としての社会的責任を果たし
ていくことが求められています。

“県民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会”の実現に向けて、宅地建物取引業
界として貢献していくために、「人権に関する取組」の指針を策定しました。

１．会員の取組の方向性
　　会員は、日々の宅地建物取引業務に際し、人権を尊重し、人権を侵害することのないよ

うに努めるものとする。
⑴　会員は、人権に関する社内啓発を推進し、社員の人権意識の高揚に努めるものとす

る。
⑵　会員は、国籍、障害、高齢などの理由により、入居機会を制約したり、差別を助長

するような行為をしないものとする。
⑶　会員は、差別につながりかねない不適切な広告、表示をしないものとする。
⑷　会員は、取引物件に関し、差別につながるおそれのある土地柄などの問い合わせ等

については、調査、報告、説明並びに教示をしないものとする。
２．協会の取組に関する事項
　　協会は、会員の理解と協力を得ながら、県並びに関係機関との緊密な連携のもと、業界

団体としての「人権に関する取組」を推進する。
⑴　宅地建物取引主任者法定講習会において「宅地建物取引と人権」をテ一マとした人

権研修を実施するよう努めるものとする。
⑵　各種研修会において、「人権に関する取組」をテ一マとした人権研修を実施するよ

う努めるものとする。
⑶　会報誌等により、適宜、人権関係情報の提供を行い、会員の人権意識の高揚に努め

るものとする。
⑷　会員の業務において不適切な事案が発生した場合は、行政機関と連携し、資料の収

集等により事実関係を把握した上で、再発防止に努めるものとする。
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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

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。

県住
宅課
から
のお
知ら
せ

（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。

第186回国会（常会）平成26年1月24日～平成26年6月22日で成立した宅地建物取引関連の主な法律

法 律 名 所 管 成 立 日 公 布 日 施 行 日 備 考

都市再生特別措
置法等の一部を
改正する法律

国土交通省 平成26年5月14日 平成26年5月21日 公布から3月以内

住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関
連する施設の立地の適正化を図るため、これ
らの施設の立地を一定の区域に誘導するため
の市町村による土地適正化計画の作成につい
て定めるとともに、立地適正化計画に記載さ
れた居住に関する誘導すべき施設についての
容積率及び用途規制の緩和等の所要の措置を
講ずる。

宅地建物取引業
法の一部を改正
する法律

国土交通省 平成26年6月18日 平成26年6月25日 公布から1年以内

宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保す
るため、宅地建物取引主任者の名称を宅地建
物取引士という名称に変更するとともに、宅
地建物取引士の業務処理の原則、従業者への
必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業
者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建
物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団
員等であることの追加等を行う。

建築基準法の一
部を改正する法
律

国土交通省 平成26年5月29日 平成26年6月4日
公布から1年以内
（一部規定は当該
各号に定める日か

ら施行）

より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築
するため、構造計算適合性判定の対象となる
建築物の範囲の見直し、木造建築物に係る制
限の合理化、建築物等についての国の調査権
限の創設、容積率制限の合理化等の所要の措
置を講ずる。

マンションの建
替えの円滑化等
に関する法律の
一部を改正する
法律

国土交通省 平成26年6月18日 平成26年6月25日 公布から6月以内

地震に対する安全性が確保されていないマン
ションの建替え等の円滑化を図るため、マン
ション及びその敷地の売却を多数決により行
うことを可能とする制度を創設する等の所要
の措置を講ずる。

191号16



下関
平成26年度 下関支部通常総会 下関支部　西　山　菊　市

4 月22日（火）午前10時30分より、下関市リサイク
ルプラザ未来館　第 1 研修室において、平成26年度第
2 回一般社団法人山口県宅建協会下関支部通常総会と
第20回下関地区宅建業税務協議会定期総会が開催され
ました。森田久敏 総務副委員長の司会で進行、林眞
一郎 支部長の挨拶に続き、下関税務署　資産課税部
門　統括国税調査官　長谷川喜一様よりご祝辞をいた

だきました。
次いで、林眞一郎支部長より「定款施行規則一部変

更」及び「会員総会運営規則一部変更」についての報
告がされた後、議長団に那田恒雄氏、中川隆之氏を選
出。議事に入りました。執行部より提出の議案が賛成
多数にて可決承認されました。
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宇部

宇部

宇部

平成26年度 通常総会開催

同好会通信 マラソン同好会

同好会通信　ゴルフ同好会

平成26年度一般社団法人山口県宅建協会宇部支部の
総会が４月22日（火）宇部市文化会館にて開催されました。

浅川副支部長の開会の辞の後、土岐山副支部長の司
会で進行されました。まず松村支部長の挨拶に続き、
宇部市長 久保田后子様、宇部日報社代表取締役 脇和
也様よりの祝辞が代読されました。

議長団にアイリス不動産の荒瀧氏、東海不動産の高
無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。
いずれの議案も賛成多数で承認され、新支部長には松
村誠氏が再任されました。浅川副支部長の閉会の辞で
閉会致しました。

３月９日㈰にくすのきカントリーマラソンが開催さ
れました。宇部支部からはフルマラソンに不二商の村
田さん、クォーターマラソンに石本住販の石本さん、
Homewayの木原さん、オータニの志馬さんが出場さ
れました。ハトマークを背負いの力走です。宅建協会

５月28日㈬に宇部72カントリークラブで第68回ゴル
フコンペが開催されました。今回の参加は11名でした
が、久しぶりに女性の参加もあり盛り上がりました。
優勝されたのは藤本建設の藤井吉人さんです。おめで
とうございます。２位が日栄地所の岡田さん、３位が
京都住宅の金田さん（紅一点）です。お天気にも恵ま

支部役員のご紹介
支 部 長　松村　　誠　　中央地所

（常務理事・県理事・総務委員会担当）
副支部長　浅川　幸則　　浅川土地建物事務所

（県理事・業務委員会担当）
副支部長　土岐山雪絵　　㈾アイ・アール

（県理事・法務委員会担当）
理　　事　村田　幹夫　　㈲不二商

（県理事・業務委員会担当）
理　　事　荒瀧　寛次　　㈲アイリス不動産
理　　事　川元宏一郎　　ワイケイ開発㈲
理　　事　西村創之介　　長沢建設㈱
理　　事　秋村　正司　　京都住宅㈱
監　　事　瀬口　哲義　　㈲大　辰
監　　事　西田　光子　　西田土地建物（県監事担当）

これから２年間よろしくお願いいたします。

をＰＲしていただ
き、ありがとうご
ざいます。次の大
会もがんばって下さいね。

れ、けがもなく楽し
く過ごせてよかった
です。次回も皆さん
ご参加下さいね。

宇部
支部長あいさつ

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。この度の役
員改選に於いて、再び重責を担うことになりました。
支部発展のために一生懸命努めてまいる所存です。

昨年度は、一般社団法人として初めての年でありま
した。今までは本部よりの助成金等ありましたが、そ
れもなく単独での運営でした。幸い入会者があり助か
りました。今後もいかに入会者を増やしていくか方策
を練り、会員を増やし、会費だけでやっていける支部
を目指したいと思います。

今年度は、いつもの法定研修会だけでなく、中古住

宅活性化についての研修会が開かれ
ます。例年より研修会の多い年になり
ます。皆様方もぜひ出席されて事業
に活かしていただきたいと思います。

総会に於いて承認いただきました事業計画に沿い、
緊縮予算の中、会員の皆様方の事業の繁栄と協会の発
展と対外的信頼を得るべく、会務運営に努めてまいり
ます。

皆様方のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
簡単ではございますが就任のあいさつとさせていた

だきます。

宇部支部長　松　村　　　誠
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萩 　 萩支部　三　好　一　敏

柳井

柳井

平成26年支部総会開催

平成26年度 第１回支部研修会開催予定

　平成26年４月24日（木）午後３時より柳井市文化福
祉会館（集会室）において平成26年柳井支部総会が開
催されました。当日は22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　福田洋明
氏が務められました。
　本年は役員改選の年であり、松浦理事（マット㈱）が
新支部長に選出されました。いずれの議案も賛成多数で
承認され福島副支部長の閉会の辞で閉会いたしました。

新入会員紹介

　平成26年４月25日入会
　　　株式会社　おきた
　　　　沖　田　安　男
　　　　　免許番号（1） 3447
　　　　　〒759-4503
　　　　　長門市油谷新別名1228
　　　　　TEL 0837-32-1034　　FAX 0837-32-1537

　平成26年６月20日入会
　　グッドベース不動産
　　　中　村　善　元
　　　　免許番号（1）3451
　　　　〒759-3411
　　　　萩市大字須佐5246-1
　　　　TEL 08387-6-2823

開催日　平成26年８月26日（火）
場　所　柳井市文化福祉会館　３Ｆ集会室
演　題　第１講　14：30～15：00
　　　　　　　　「平成26年度の相続税他、

税制改正について」
　　　　　　　　柳井税務署より

　　　　第２講　15：00～15：30
　　　　　　　　「住宅の買替ローンについて」

㈱西京銀行　営業統括部 　 　 　
副部長　藤田　勝也　氏

　　　　第３講　15：45～17：00
　　　　　　　（一般研修）
　　　　　　　　「一戸建て木造住宅の検査等について」

（一社）山口県宅地建物取引業協会
専務理事　境田　次治　氏

研修会のお知らせ
　不当要求防止責任者講習会

日　時：平成26年９月５日㈮
　　　　午後１時30分から４時30分
場　所：サンライフ萩　萩市大字上原526

支部だより
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山口

山口

平成26年度　山口支部定時総会開催

新入会員のご紹介　

　去る平成26年 4 月22日㈫10：00よりセントコア山口
において平成26年度山口支部通常総会が開催されまし
た。
　小林儀貞理事の司会により式次第に沿って総会が進
行されました。西村俊爾支部長のご挨拶に続き、ご来
賓の山口市長代理 吉田豊参与様、山口税務署署長代
理 藤井睦史統括官様、山口県土木建築部住宅課 課長
代理 村田慶裕主査様にご祝辞を頂きました。
　ご来賓ご退席の後、議長及び副議長の選出に入り、
議長に㈱アライブの松本真一氏、副議長に㈱小郡不動

産の右田善弘氏が選任され、定足数の発表後、議事の
進行に入りました。山口支部の平成25年度事業報告・
収支決算承認の件、及び平成26年度事業計画・収支予
算の件などがそれぞれ上程され、質疑応答の後に可決
されました。
　また、本年度は支部役員改選の年となります為に引
き続き新理事の選出に移り、選挙にて選出された理事
候補者全員が賛成多数で承認されました。
　総会は大きな混乱もなく定刻に終了致しました。ご
出席の皆様、大変お疲れさまでした。

株式会社　ジオパワーシステム山口営業所
橋　本　和　光
753-0212
山口市下小鯖3778番5
TEL　083-927-2511   
FAX　083-927-3067

株式会社  矢野テント
山　本　雄一郎
〒753-0212
山口市下小鯖353番地２
TEL　083-941-2020   
FAX　083-941-1155

田中金属　株式会社  
田　中　康　人
〒754-0002
山口市小郡下郷986番地
TEL　083-972-0087   
FAX　083-973-1313

　この度､入会させて頂きました株式会社ジオパワーシス
テム山口営業所と申します。
　弊社は、山口市を拠点に山口県全域において地域活性
化への貢献にお手伝いができればと思います。
　会員の皆様のご指導･ご鞭撻の程､宜しくお願い申し上
げます。

　この度、山口支部に入会させていただきました、株式
会社矢野テント不動産事業部と申します。
　５月下旬より山口市下小鯖を拠点に活動を開始させて
頂きました。
　この度、新たな分野で新規参入でございます。何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させていただ
きました、田中金属株式会社です。主に県内でホテル業
を営んでいますが、新たに不動産事業を手掛けることか
ら入会させていただきました。
　皆様方よりご指導、ご鞭撻を賜りながら事業を進めて
いきたいと考えております。会員の皆様方が今後ますま
すご発展されますことを心よりお祈り申し上げます。

山口支部　平　連　嗣　騎
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防府

防府

第４回(一社)山口県宅建協会防府支部通常総会開催

不動産研修会

　平成26年４月21日㈪13時よりＪＡ防府とくぢに於い
て、第28回防府宅建業税務協議会並びに第４回（一
社）山口県宅建協会防府支部通常社員総会が、松浦正
人防府市長様を来賓に迎え、委任状出席を含め71名で
開催された。
　田中副支部長の開会宣言の後、物故会員の追悼、中
川支部長挨拶、松浦正人防府市長様からの祝辞をいた
だいた。
　続いて、リンザイ㈱片岡義正氏が議長に選任され議
事に入り、防府宅建業税務協議会の第１号議案から第
５号議案が上程され、全議案とも挙手多数により異議
なく可決された。
　次に（一社）山口県宅建協会防府支部の議事に移り、

　国交省が推し進める「中古住宅流通活性化」に基づ
く山口県宅地建物取引業協会の取り組みである「ハト
マークＲ住宅」の研修会を右記の日程で行いました。
研修会には多くの会員が参加し、講師としてお越しい
ただきました五郎丸会長や塩田業務委員長のお話に耳
を傾けていました。
　防府支部としても各会員が今後の業務に活かせるよ
う「ハトマークＲ住宅」関係業務をバックアップでき
る体制を早期に整えていきたいと考えています。

第１号議案から第６号議案が上程され、全議案とも挙
手多数により異議なく可決した。
　最後に役員改選に移り、下記の理事７名・監事２名
が承認された。
代表理事　　㈲中川不動産　　　　　中　川　信　広
理　　事　　㈲スナハラ　　　　　　砂　原　哲　生
理　　事　　日商友希㈱　　　　　　清　起　卓　夫
理　　事　　華林ホーム㈱　　　　　田　中　敏　靖
理　　事　　㈲野村興産　　　　　　藤　村　泰　則
理　　事　　㈲グランドクオリス　　宇多村　智　憲
理　　事　　ひろ不動産　　　　　　古　河　和　子
監　　事　　原不動産　　　　　　　原　　　文　男
監　　事　　㈲ＢＯ企画　　　　　　福　本　智寿子
　以上をもって全て終了し閉会した。

１．日　時　　平成26年６月24日㈫
　　　　　　　午後１時30分～３時30分
２．場　所　　カリヨン２０３　　ルージュホール
３．講師並びに研修科目
 （1）「中古住宅流通活性化：ハトマークＲ住宅について」

（１時30分～３時）   
　　　　 （一社）山口県宅地建物取引業協会

　　　 会　　　長　五郎丸　孝　士　様
業務委員長　塩　田　博　志　様

＊質疑応答（３時～３時30分）

支部だより
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周南

周南

支部長あいさつ

平成26年度 支部定時総会開催（平成26年４月24日）

平成26年 4 月24日に開催された周南支部総会にて、3
期目の支部長に選任されました。支部会員の皆様には、
これまでの任期中の支部事業・活動へのご理解・ご協
力に感謝致しますとともに、これから 2 年間の支部事
業へのご理解・ご参加をお願い申し上げます。

不動産業界においては、三大都市圏では取引が活性
化して、明るい兆しがありますが、地方圏においては
下落率は減少しているものの、人口減少・地域経済の
悪化により不動産価格の低迷が続いている状況です。
さらに 4 月からの消費増税により、消費者の不動産取
得意欲が低下しています。

人口問題研究所の予測では、2060年には日本の総人
口は8600万人と発表され、日本政府も「骨太の方針」
で50年後の人口 1 億人維持を定めました。周南市の人
口も、現在の14万 8 千人が10年後には13万5千人になる
と予測され、わずか10年間で 1 割減となり、すべての
業種の市場規模が縮小に向かいます。我々も市場縮小
という問題に立ち向かう為に、周南支部として ①「空
き家」対策 ②消費者に対しての価格の透明性の根拠と
なる土地価格査定の向上 ③不動産フェアによる地域貢
献事業 ④周南宅建塾開催 を行います。

上記各事業の主な内容として

平成26年4月24日（木）10：30より周南地域地場産業
振興センターにおいて平成26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定
時総会が開催されました。

ご来賓として県会議員の藤井律子様、友広巌様、周
南税務署長代理の西迫健吾様、労働金庫徳山支店長の
福田武志様のご臨席を賜り祝辞を頂戴いたしました。

国旗、支部旗の前で倫理綱領を全員で唱和した後、
議長に堀口公明氏（㈱マイスペース）を選出し、議長
は定足数の発表（正会員142名に対し出席者42名委任

①　本年は、徳山大学と共同でこの
「空き家」問題について研究する
事が決定致しました。研究成果は
後日発表させていただきます。

②　自社のパソコンから、いつでも土地価格査定書が
作成できるシステム継続の為、6 月17日に40名の支
部会員の方々に参加していただき、標準事例地の査
定見直しができました。

③　「宅建芸術祭・アンデパンダン」を、本年度は11
月20日より 3 日間開催致します。地域の芸術・文化
祭として着実に定着しています。3 日間で来場1,000
人超を目標としますが、地域の方々に楽しんでいた
だけるよう努めます。

④ 　五郎丸会長を講師として招き「ハトマークR住宅」
を中心に、中古住宅流通活性化を学びます。また
「宅地建物取引士」への名称変更に伴い、不動産業
界での経験豊かな人生観・社会学・倫理観について
もご講談いただく予定です。

以上の主な支部事業を通し、会員同士の信頼と協力
によって、健全な支部運営を目指しますので宜しくお
願い致します。

状出席81名、合計123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一年目の総会でありましたが、
出席会員の皆様からのご支援ご協力を賜り平成25年度
の事業報告及び26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。

また、本年度は理事及び監事の改選の年に当たり、
事前の選挙で選ばれた理事候補、幹事候補が満場一致
のもと選任されました。これを持って直ちに別室にて
新理事による理事会が開かれ、理事の互選のもと支部
長に池田周太氏が選ばれました。（下記組織図参照）

総務委員長　吉　木　葉　子

支部長　池　田　周　太
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周南

周南

価格査定見直し

平成26年度 第１回宅建塾（４月21日）

6月17日に周南支部において、恒例の標準事例地の
価格の見直しを行った。参加40名。多数の参加を頂
き、ご協力頂きました皆様に深く感謝致します。本年
は、価格の見直しに加え、事例地ごとに、入力項目の
再確認作業も併せて行い、今後の価格査定の精度向上
を目指しました。また見直し作業終了後、会場を移し、
懇親会も和気あいあい大変盛り上がりました。周南支
部での価格査定は、昨年度701件で、支部の多くの会員

テーマ；ハトマークＲ住宅について

講　師；五郎丸孝士　氏

本年度第１回目の宅建塾が４月21日周南支部会議室
にて開催されました。昨年６月の「既存住宅流通活性
化事業」に引き続き五郎丸会長に講師をして頂き、そ
の後の新しい動きと山口県宅建協会が中古住宅流通活
性化の具体的な対応として全国に先駆けて打ち出した
「ハトマークＲ住宅」の説明が詳しく行われました。

「ハトマークR住宅」は国の経済政策である事を自覚
して、会員各自の知識向上を目指すための研修会を今
後可能な限り開催いたしますので、一般の方々お誘い

が利用しております。宅地建物取引士の誕生という流
れの中、価格の査定業務においては、益々その信憑性
を要求される状況になっています。協会の財産である
データーベースを守り、より発展させる為、会員のご
協力をお願い致します。尚、価格査定は、県のホーム
ページ上より出来ますのでそちらの利用拡大をお願い
致します。

合わせの上参加されますようお願い致します。
［参加者　23人］

業務委員長　島　津　和　典

法務委員長　藤　井　修　二

支部だより
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岩国

岩国

事例地見直し委員会のもよう

釣り場放浪記「大アジ編」

岩国支部　竹之内

岩国支部　森　本

7 月 9 日、不動産会館において、毎年恒例の事例地
価格の見直しが行われました。4 班のグループに分か
れ、それぞれ決められた地域の事例地価格をひとつ
ひとつ見直していきます。思った以上に地道な作業で、
後半に差し掛かった頃には、ほとんどの方がお疲れ
モードに入りますが、岩国支部会員の皆さんは、とて
も仲良しで、終始和気あいあいのムードで順調に捗っ
た様子でした。特に私のグループ（ 1 班）のリーダー
は強面のパンチの効いた大先輩ですが、後輩会員さん
も言いたい放題で、笑いが絶えず楽しく作業を進める
ことができました。

尚、今年の事例地見直しの目標は、昨年よりさらに
上回るポイント
増設を掲げ、よ
り精度を高めよ
うというもので
した。

先日、支部の
理事会終了後、

4 月16日、今年第 2 回目の釣り同好会の釣りに行っ
てきました。今年は 6 人の釣り人がさくもと遊漁船に
乗船、新港を出港し、平郡島沖に向かいました。

午前 6 時半、途中メバルを狙うということで伊勢小
島沖に到着しました。ここでは胴突カブラ釣りでそこ
そこの数のメバルが釣れました。村川会長の良型メバ
ル 3 連掛けを皮切りに、斎藤さんが尺級メバルを釣り
上げ、小型が多い中で良型もポツポツと釣れました。

伊勢小島をあとにして、次の釣り場はいよいよ本日
のメインである平郡島沖です。水深は65ｍ、狙いは40
センチ級の良型アジ（大分県沖で獲れたものは関アジ
と呼びます）です。大きさは小ぶりなヤズとほとんど
変わりません。仕掛けはサビキですが、この良型アジ
は高級魚なので、そうそう簡単に釣れるものではあり

数人の理事会員さんとの雑談で、この価格査定システ
ムについて、使いやすい！お客様にも関心された！な
どと上々の評判であるとの話題が出ました。その場に
居合わせた当業務の先導者である塩田業務委員長も超
ご満悦の様子でした。

事例地の価格は、協会においても最も重要な役割を
担う『価格査定システム』に反映されます。今後もこ
の『価格査定システム』がより精度の高い他には真似
出来ないものにする為、さらなる努力を続けて行く事。
また、この素晴らしいシステムをひとりでも多くの会
員さんに利用して頂く為に、呼びかけにも力を入れて
いきたいと思いました。

ません。掛かっても60ｍを巻き上げる途中で、針から
はずれてしまうこともよくあります。

水深が深い釣り場では電動リールが活躍しますが、
うまく使いこなさなければ巻き上げ途中でバレてしま
います。手動リールを使うと魚の動きに合わせて、巻
いたり溜めたり自在にやりとりができますがその反面、
海面まで巻き上げるのにかなり腕の筋肉を使うことと
なります。筆者の私は手動リール派ですが、実際毎回
海底から巻き上げるのは、筋肉は痛くなるし、手首に
もきますし、地獄に感じますね。年も年ですし、忘れ
た頃に筋肉痛が出て来そうです…笑。

その後もアジとの格闘は続き、午後２時に納竿をむ
かえました。さて、本日の釣り頭は誰か…それは文句
なしに、大アジを12匹ゲットした斎藤さんでした。あ

めでとうございます。
夕方から開催の小宴会

では、お待ちかねの良型
（関）アジの刺身が登場、
メバルの各種料理も花を添
え、皆大変満足のいく一日
となりました。

岩国
錦帯橋を世界遺産へ 錦帯橋を世界文化遺産に推す会　会長　川　畑　道　子

錦帯橋はわたくしたち岩国市民が世界に誇る木造の
アーチ橋です。

今年 3 月、岩国市内の50を余る団体の支援を頂き、
国の名勝・錦帯橋の世界文化遺産登録を目指して市民
有志の会「錦帯橋を世界文化遺産に推す会」が発足し
ました。

「推す会」では現在、市や県、国への要望活動をは
じめ、世界遺産登録に向けた態勢強化のための働きや

様々な推進活動を行っております。世界に類例のない
木造アーチ橋・錦帯橋を世界文化遺産にするためには
強力且つ敏速な運動を展開する必要があります。その
ためにもこの運動を盛り上げていただく市民の熱意と
推す会の趣旨に賛同して下さる多くの方に「推す会」
への入会を募っています。私たち市民の力で錦帯橋を
世界文化遺産へと推し進めて参りましょう。皆様のご
支援をよろしくお願い致します。
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

4㈫
5㈬
13㈭
18㈫

19㈬
20㈭
24㈪

8㈫

10㈭
14㈪
25㈮

30㈬

8㈭
14㈬

19㈪
23㈮

26㈪

27㈫
30㈮

2㈪
6㈮
10㈫
12㈭
18㈬
19㈭
20㈮
24㈫
26㈭
27㈮

1㈫
7㈪
10㈭
14㈪
15㈫

23㈬
25㈮
28㈪

於東京　五郎丸
於会館　出席者11名
於会館　出席者9名
於広島　五郎丸
於広島　五郎丸
於東京　西村、神田
於会館　出席者30名
於東京　髙見
於東京　五郎丸
於東京　五郎丸

於会館　西村
於東京　髙見
於会館　出席者11名
於会館　出席者10名
於会館　出席者6名
於会館　出席者12名
於会館　出席者12名

於会館　出席者30名
於広島　五郎丸
於広島　五郎丸
於会館　出席者9名
於会館　出席者557名
於会館　出席者28名
於山口　境田

於山口　境田
於東京　髙見
於東京　五郎丸
於東京　五郎丸

於会館　出席者29名
於山口　西村
於会館　西村
於会館　出席者7名
於大阪　境田、神田
於広島　五郎丸、髙見
於鳥取　出席者12名
於防府　五郎丸、塩田
於東京　五郎丸、池田
於東京　上原、髙見

於山口　出席者178名
於会館　出席者11名
於会館　出席者11名
於会館　出席者11名
於会館　出席者7名
於会館　出席者12名
於会館　出席者28名
於広島　五郎丸
於東京　上原
於東京　五郎丸
於東京　五郎丸

平成26年3月分　行動経過

平成26年4月分　行動経過

平成26年5月分　行動経過

平成26年6月分　行動経過

平成26年7月分　行動経過

全宅連情報提供委員会
第7回総務委員会
第8回常務委員会
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
宅建試験事務説明会
第6回理事会
全宅管理理事会
全宅保証理事会
全宅連理事会

第1回宅建主任者法定講習会
全宅管理　事業運営委員会
第1回法務委員会
第1回業務委員会
平成25年度期末監査
第1回総務委員会
第1回常務理事会

第1回理事会
全宅連西日本不動産流通機構協議会
西日本不動産流通機構理事会
第2回常務理事会
第55回定時総会
第2会理事会
居住支援協議会設立準備会

山口県ゆとりある住生活推進協議会総会
全宅管理理事会
全宅保証理事会
全宅連理事会

第3回理事会
やまぐち犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会
第2回宅建主任者法定講習会
第1回正副会長・委員長会議
宅建試験事務説明会
西日本不動産流通機構総会
中国地区不動産公正取引協議会総会
中古住宅流通活性化、ハトマークR住宅研修会
全宅連、全宅保証定時総会
全宅管理定時社員総会

第1回山口県不動産研修会
第2回法務委員会
第2回業務委員会
第2回総務委員会
第2回正副会長・委員長会議
第3回常務理事会
第4回理事会
西日本不動産流通機構事務引継
全宅管理理事会
全宅保証理事会
全宅連理事会

宅建ブログ「教学相長」
……働く

～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

「生活の糧を得るために働きます。」
　確かに働く理由のひとつではあるかも知れないが…働くことは心を鍛え
人間性を高めてくれる作用がある。
　最近読んだ本に、「日本人は、少なくとも戦後の西洋化が進む前までは朝
から晩まで働き、その中で技を磨き喜びや生きがいを感じ、精進することで
人間形成に通じるといった労働観を持っていた。しかし、西洋化が進む中で、
“神から禁じられている木の実を食べエデンの国を追放され、その原罪を償
う為に労働という罰を強いられた。”といった労働を必要悪とする西洋の労
働観が日本にも浸透して来た。」とあった。
　キリスト教のある宗派の信徒である私の知人は、固定的な仕事に就いて
はならないと言ってすばらしい能力を持ち合わせているにもかかわらず、布
教活動を生活の中心におき仕事はバイト程度に抑えていた。
　確かにアメリカでの成功者とは、若いうちに稼いで牧場を所有し、その後
は働かないで一生を優雅に過ごせることと聞いたことがある。
　近頃の若い日本人の中には労働を嫌い、せいぜいフリーターで時々働き、
出来れば株などの取引で楽して儲けることを夢見ている人が増えている。
　しかし、働くことは人間形成上有要と考える。では何故働くことが人格の
形成上有要なのか？仕事には人との関わりの中で生まれる協調・友情・裏
切・ねたみ・信頼・正義・誠実・公正・正直等 、々言葉では言い尽くせない事
柄が内包されていて、その中で、笑ったり泣いたり悩んだりと心痛することで
成長する。修行と同じであると私は思う。
　仕事一筋、名人と言われる人たちの言葉は心に染み、修行僧の悟りの言
葉に通じる重みがある。

（1）3443
（1）3418
（1）3445
（1）3447
（1）3448
（1）3450
（1）3451
（1）3452
（1）3455

周南
山口
岩国
萩
山口
山口
萩
岩国
下関

㈱スマイエ
㈱ジオパワーシステム山口営業所
アシストアップ㈱
㈱おきた
㈱矢野テント
田中金属㈱
グッドベース不動産
オフィス・サイトウ
㈱テクノス

兼子　照章
橋本　和光
仁助　年惠
沖田　安男
山本雄一郎
田中　康人
中村　善元
齊藤　紀生
草野　賢一

1
2
3
4
5
6
7
8
9

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
入　　　　会

（4）2821
（4）2727
（9）1611
（7）2045
（1）3439
（11）1124
（5）2568
（5）2667
（10）1604
（7）2153
（11）1135
（7）2164
（3）3007

柳井
宇部
宇部
下関
周南
岩国
防府
柳井
下関
柳井
下関
山口
下関

㈲OfficeKen
ハヤシ不動産センター
㈲厚南不動産
㈱原田総合企画
㈲竹本事務所
㈱山根工務店
藤井建設㈱
㈲久賀建設
㈱中国土地開発
柏原土地建物取引事務所
奨栄不動産
富士建物㈱
アスリート㈱

秋田　健一
林　　義弘
六車　孝子
原田　秀寛
竹本　　健
山根　康司
藤井　省吾
黒田貢太郎
西村　正之
柏原　雅範
野村　達生
守永　和男
鎌田　幸男

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
退　　　　会

他界会員

（2）3182
（6）2352

岩国
周南

㈱由宇商事
㈱白井建築コンサルタント

友田　　洋
白井　稀介

1
2

支部No 免許番号 商　号 代 表 者
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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

191号 27



萩支部　竹内　重信

48 萩支部
萩支部　郷田　正則

鬼電・食育・金爆・涙活・ZZD…　貴方はこの言葉
の意味が分かりますか。1939年生まれの自分には、
これが新語なのか造語なのか俗語なのかの区別さえも
つかなく、遠くなった昭和の時代を述懐する昨今であ
る。
高齢化社会が進む今日、近代化を目指す町づくりや
洋風化する家屋づくりが常識化され時代と共に何もか
もが新しさを求めている感じがする。
懸念するところに、このところ全国的に話題となる
地域人口減少問題がある。平成60年には日本の人口
は1億人を割り込むと予想され、宅地建物取引を生業
とする我々にとっては経営を脅かす深刻な問題である。
自分は山陰地方で宅建業を専業としているが、この

ところ土地売買取り扱い事件数は年毎に減少し、家屋
賃貸の相談は特に独り暮らしの扱いが目立つところで
ある。
新語にはこのような言葉がある。「墓トモ」意味は
家族や親戚以外で一緒にお墓に入る事を約束しあった
人達の事を云う。
ひと昔には思いもつかない言葉である。親に教わっ
た道徳も薄れ、苦労は少なくして天寿を全うするか、
これが今風人間の過ごし方かと、今日も若者会話に耳
を素通りさせ相も変わらずマイペースの生活を続ける
自分である。世相も人の心も変化して当たり前とはい
うが、出来れば人類は戦わずして平和に暮らしたいと
切に願う今日である。

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
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平成27年大河ドラマ『花燃ゆ』の舞台・萩
ヒロインは吉田松陰の妹・文（ふみ）
　平成27年大河ドラマが「花燃ゆ」に決定
しました。今回の主人公は、維新の先覚者 
吉田松陰の妹・文（ふみ）です。
　文は、杉家の7人兄妹の四女として生まれ
ます。杉家のすぐそばには、兄・松陰の主宰
する松下村塾があり、高杉晋作、久坂玄瑞、
伊藤博文ら多くの若者たちが松陰のもとで学
びました。
　そして文は、松陰から「防長年少第一流」
と絶賛された松下村塾の双璧の一人、久坂玄
瑞と結婚します。しかし、尊皇攘夷に奔走す
る玄瑞は、元治元年（1864）禁門の変で自
決。夫を失った文は、幕末の動乱を乗り越え、
のちに亡き姉・寿の夫であった群馬県令・楫
取素彦の妻となります。群馬の産業・教育の
近代化に寄与した楫取は、世界遺産となった
「富岡製糸場」の存続に尽力した人物でもあ
ります。
　文は明治維新のまっただ中を生き抜き、新
しい時代へと松陰の志を引き継いでいきまし
た。

「文と萩物語 花燃ゆ大河ドラマ館」がオープン！
平成27年1月11日～平成28年1月10日開館

　ドラマで実際に使用された小道具や衣装の展示、ロケメ
イキング映像の上映、ストーリーやキャスト紹介のパネル等
の展示、さらには松下村塾セット展示や記念撮影ポイントな
ど、大河ドラマの世界観を存分に体験していただくことがで
きます。

■場　所　　旧明倫小学校体育館（萩市江向602）
■時　間　　9：00～17：00（最終入場16：30）
■料　金　　高校・大学生・大人500円
　　　　　　小・中学生200円
■休館日　　なし

松下村塾
吉田松陰が主宰した私塾。こ
こでは身分の隔たりなく学ぶ
ことができ、幕末維新期に活
躍し、近代日本の原動力となっ
た数多くの逸材を輩出しまし
た。

吉田松陰の墓および墓所
松陰誕生地に隣接し、松陰刑
死後、遺髪を埋葬しました。松
陰の墓と並んで吉田家や松陰
ゆかりの方々の墓もあります。

吉田松陰誕生地
萩城下を一望できる「団子岩」
と呼ばれる高台にあり、風光明
媚な所で、松陰・文はこの地で
生まれました。

旧萩藩校明倫館
松陰は、家伝の山鹿流兵学者
として10歳にして明倫館で教
壇に立ちました。敷地内には
槍術場の有備館や水練池、観
徳門などが残っています。


