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山口支部　篠 原 忠 明

豪雨渦のJR山口線全線復旧!!

昨年7月28日の豪雨で、JR山口線は橋の流
失や路線崩壊など79ヵ所が被災。被害が大き
かった地福－津和野間の19.02kmは不通が
続いていたが、JRの努力で今年の8月23日に
全線復旧した。人気の観光列車「SLやまぐち
号」も新山口駅から津和野駅までの往復運転
も再開。約1年1ヵ月ぶりに汽笛が鳴り響いた
町と沿線では「手を振る」をキーワードに歓
迎ムードに沸いた。
津和野駅周辺で行われた運転再開の記念パ
レードには、萩市が舞台となる来年の大河ド
ラマ「花燃ゆ」に出演する、俳優の優香さん
と大野拓朗さんがゲスト参加し、集まった観
衆に笑顔を振りまいた。後に続いた人力車に
は、溝口善兵衛島根県知事と村岡嗣政山口県
知事2人揃って乗車した。

徳佐のりんごの木も被害を受けたそうです
が、今年も立派な実をつけりんご狩りの観光
客を楽しませているようです。

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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「ハトマークＲ住宅」中国５県にて運用開始！

　平成26年２月27日より、中古住宅流通活性化の一環として

運用している「ハトマークＲ住宅」について、８月８日に開

催された第１回不動産コンシェルジュ中国地区協議会全体会

議にて、中国５県にて利用する旨が決定致しました。

　現在、会員の皆様に受講頂いております「ハトマークＲ住

宅　推進店」任命のための研修会や、「ハトマークＲ住宅推

進協議会」の設立等、「ハトマークＲ住宅」のブランド化を

図っております。その他にも、消費者へ安心・安全な住宅を

スムーズに提供できるよう注力していきますので、ご協力を

お願い致します。

以下、「不動産コンシェルジュ中国地区協議会　全体会議」議事録より抜粋

　事務局より（一社）山口県宅建協会の取組を参考に「安心おすすめ物件」の名称を「ハトマークＲ
住宅」へ変更する旨を述べ、五郎丸委員より「ハトマークＲ住宅」についての説明があった。また、
山口県においては、意欲のある業者のインセンティブを高めるために、「ハトマークＲ住宅推進店」
として登録し、その後マスメディアを利用した宣伝を展開する計画の説明があった。
　「ハトマークＲ住宅推進店」のステッカーについて以下の要望があがった。
　・文字を太くし、Ｒを赤字にしてはどうか？（広島　見勢本委員）
　・ハトマークを入れてはどうか？（広島　今田委員）
　・中国５県で使用できるようにしてほしい。（岡山　池上委員）
　・印刷の際は５県分をお願いしたい。（事務局）

　「ハトマークＲ住宅」とは、消費者に安心安全な商品提供を目的として、個人間売
買・不動産業者による再販に関わらず宅建協会が推奨するサービス（制度）の付加さ
れた、品質が確認された物件です。

　左記の画像データ（アイキャッチャ―）
は会員専用ページよりダウンロードできま
す。
個別に広告等にご利用ください。
※利用される際は、「（一社）山口県宅地
　建物取引業協会の基準に則り、ハトマー
　クサイト山口に登録した物件です。」と
　いう文言を表示して下さい。
　詳しくはホームページをご確認ください。
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平成26年 8 月22日、山口県不動産会館にて「ハト
マークR住宅推進協議会」設立準備会を開催致しました。

開催に先立ち、設立発起人代表の五郎丸会長より次
のとおりご挨拶を頂きました。

「山口県宅建協会では、中古住宅流通活性化の一環
として、消費者への安心安全な商品提供を目的とした、
宅建協会お墨付き物件「ハトマークR住宅」の推進を
行っております。この推進策は、国土交通省が住宅政
策において、中古住宅の在り方を「フローからストッ
クへ」転換させることにより、流通市場及び中古住宅
市場の活性化を図ることを考えており、その状況に対
応していくための策であります。

また、「ハトマークR住宅」は2014年 2 月より山口
県で運用を開始し、2014年 8 月末現在で中国 5 県の宅
建協会で統一して使用、ブランド化を図っております。
山口県宅建協会が独自に作成した研修資料やネット掲
載用資料を共有し、連携することで更なる普及を目指
しております。

消費者は、中古住宅に関する多くの不安を抱え、受
けたいサービスも多く存在し、これらを不動産業界に
てワンストップで行っていけば、中古住宅の成約率が
高い傾向があるとのデータがあります。これらの背景
を基に、山口県宅建協会では中古住宅の流通活性化の
ための策を講じており、この代表的な案として「ハト
マークR住宅」、つまり消費者のニーズに合わせたも
のを提供していこうと考えております。

瑕疵保険事業者、住宅検査事業者、金融機関並びに
建設関連事業者の皆様と連携し、消費者への適正な情
報及びサービスの提供を行う事が、これからの不動産
業界における重要課題と考えております。この設立準備
会を以て、ハトマークR住宅推進協議会の正式なスター

トとなりますので、よろしくお願い申し上げます。」
引き続き、池田総務委員長より出席者の紹介並びに

関連事業者の皆様よりご挨拶を頂きました。議事進行
にあたって、池田総務委員長が議長の選出を求め、議
場より司会者一任の声が上がったため、池田総務委員
長が五郎丸会長を議長に指名され、五郎丸会長により
議事が進行されました。

報告事項として、塩田業務委員長より中古住宅流通
の現状及び宅建協会の対応策について説明がなされま
した。続いて協議事項に移り、「ハトマークR住宅推
進協議会運営規約（案）」について塩田業務委員長が
説明を行われ、ご出席いただいた皆様より承認されま
した。さらには役員の選任については、ハトマークR
住宅推進協議会運営規約に基づき、五郎丸会長がハト
マークR住宅推進協議会の会長に就任され、宅建協会
の常務理事、瑕疵保険事業者、住宅検査事業者、金融
機関及び建設関連事業者より、副会長及び理事が選任
されました。

議事は無事に審議され、池田総務委員長の閉会の挨
拶を以て、設立準備会は閉会となりました。また、運
営規約及び協力関連事業者の皆様の名簿を次ページ以
降に掲載しておりますので、お目通し頂ければと存じ
ます。

ハトマークR住宅推進協
議会を通じて、消費者の
ニーズに合わせた中古住宅
に関するサービスの提供を
行ってまいります。会員の
皆様におかれましては、ご
協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

「ハトマークＲ住宅推進協議会
設立準備会」の報告について
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（名　称）
第１条　この会は、一般社団法人山口県宅地建物取引

業協会（以下「宅建協会」という。）を中心と
する、中古住宅流通活性化のために参画した関
連事業者（以下「会員」という。）で構成し、
ハトマークＲ住宅推進協議会（以下「協議会」
という。）と称する。

（目　的）
第２条　協議会は、中古住宅流通について、宅建協会

の周辺事業者と連携し、消費者へ安心安全、便
利なサービスを提供することにより活性化を図
ることを目的とする。

　　　　
（会　員）
第３条　協議会は、第２条の目的に賛同した事業者を

もって会員とする。

（事　業）
第４条　協議会は、前条の目的を達成するため、次の

事業を行う。
（１）中古住宅流通活性化に関する調査・研究及

び普及促進
（２）「ハトマークＲ住宅」に関する普及活動
（３）消費者への中古住宅流通に関する情報提供
（４）住宅ローン及びリフォームローンに関する

環境整備
（５）既存住宅瑕疵保険の普及促進
（６）安心安全な中古住宅の流通・リフォーム市

場の環境整備に関する研修及び情報提供
（７）会員との連携によるホームインスペクショ

ンの研究と検討
（８）会員及び消費者からの各種相談への対応策

の検討及び情報提供
（９）公共団体及び関係団体との連絡協調
（10）その他協議会の目的を達成するために必要

な事業

（入会及び退会）
第５条　第２条の目的に賛同し、事業の円滑な実施に

協力しようとする者について、理事会の承認を
得て会員として加えることができる。

　　２　会員は、任意にいつでも退会することができる。

（除　名）
第６条　会員が第２条の目的に違背した、若しくは協議

ハトマークＲ住宅推進協議会運営規約
会の名誉を傷つけ被害を与えた、又は会員とし
てふさわしくない行為があった場合には、理事会
にて決議を行い、除名処分を行うものとする。

（役　員）
第７条　本会に、次の役員を置く。

（１）会　長　　　　１名
（２）副会長　　　　３名以内
（３）理　事　　　　10名以上　30名以内

　　２　会長は、事務局をおく会員の代表者とする。
　　３　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４　副会長及び理事は、会長が会員の中より指名
する。

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あると
きは、その職務を代理する。

６　宅建協会の常務理事は、協議会の理事とする。
７　山口県下の一般社団法人宅地建物取引業各支

部協会より推薦のあった、建設関連事業者の会
員より理事を指名する際は、１支部につき１名
以上２名以内とする。

８　役員は非常勤とする。

（役員の任期）
第８条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を

妨げない。
　　２　役員に欠員が生じたときは、その後任の職に

ある者をもって充て、その任期は前任者の残任
期間とする。

３　役員は、辞任又は任期満了の場合においても、
後任者が就任するまではその職務を行わなけれ
ばならない。

（理事会）
第９条　協議会の理事会は、正副会長及び理事をもっ

て構成する。
　　２　理事会は、次の職務を行う。
　　（１）第４条の事業の検討及び実施決定
　　（２）入会者の審査
　　（３）その他協議会の運営に関する決議事項

（理事会の招集）
第10条　協議会の理事会は、会長が招集する。

２　会長は、理事会を招集するときは、会議の日
時及び開催場所並びに理事会に付すべき事項を
あらかじめ役員に通知しなければならない。
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役　員　名　簿
【会　長】

（一社）山口県宅地建物取引業協会 五郎丸　孝　士

【副会長】
（一社）山口県宅地建物取引業協会 森 口 敏 充

【理　事】

（一社）山口県宅地建物取引業協会

上 原 祥 典
境 田 次 治
池 田 周 太
塩 田 博 志
西 村 俊 爾
林　　　眞一郎
松 村 　 誠
澤 村 修 一
中 川 信 広
松 浦 哲 也

㈱日本住宅保証検査機構　中国支店 大久保　卓　己
日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合（事務局　環境機器㈱） 堀 上 琢 治
㈱西京銀行 藤 田 勝 也
中国労働金庫 眞 鍋 俊 寛

下 関
長鐡開発㈲ 植 野 善 男
㈲清水建設 清 水 謙 治

萩 ㈲キタウラ土地開発 廣 畑 雅 弘
山 口 ㈱西京 糸 野 勝 義
防 府 ㈲丸田工務店 丸 田 拓 二

周 南
㈱徳本工務店 徳 本 信 治
㈱みうら 草 刈 　 徹

柳 井 中村工業㈱ 中 村 昌 幸
岩 国 ㈱イワナミ 波 田 玉 良

（理事会の運営）
第11条　理事会は役員の過半数の者が出席しなければ、

開くことができない。
２　会長は理事会の議長となる。
３　理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。
（協議結果の尊重）
第12条　会員は、理事会において協議が整った事項に

ついて、その協議結果を尊重しなければならない。

（事務局）
第13条　協議会の事務局は、宅建協会におく。

（その他）
第14条　この運営規約に定めるもののほか、協議会の

運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
１　この規約は、協議会の設立の日（平成26年８月

22日）から施行する。
２　この規約の改廃は、理事会の承認を得なければ

ならない。
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ハトマークＲ住宅推進協議会　関連事業者名簿
【瑕疵保険会社】

商　　　号 担　当　者 住　　　所
ＴＥＬ ＦＡＸ
ホームページアドレス

㈱日本住宅保証検査機構
中国支店 大久保卓己 〒732-0811

広島県広島市南区段原2-1-14
083-261-1600 083-261-1621
http://www.jio-kensa.co.jp/

【住宅検査会社】

商　　　号 担　当　者 住　　　所
ＴＥＬ ＦＡＸ
ホームページアドレス

日本長期住宅メンテナンス
有限責任事業組合 堀上　琢治 〒569-1133

大阪府高槻市川西町1-26-5
072-668-2511 072-681-1177
http://www.house-maintenance.org/

【金融機関】

商　　　号 担　当　者 住　　　所
ＴＥＬ ＦＡＸ
ホームページアドレス

㈱西京銀行
本店営業統括部 内山　　泰 〒745-0015

周南市平和通1-10-2
0834-22-7664 0834-27-1733
http://www.saikyobank.co.jp/

県
内
ロ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
一
覧

下関ローンセンター（新下関支店内） 〒751-0869
下関市伊倉新町1-4-30 083-252-2405 083-252-6728

宇部ローンセンター（厚南支店内） 〒759-0204
宇部市大字妻崎開作字崎454-1 0836-43-1471 0836-44-3249

山口ローンセンター（山口支店内） 〒753-0074
山口市中央5-1-30 083-922-1029 083-923-7709

防府ローンセンター（防府支店内） 〒747-0802
防府市中央町5-1 0835-22-0651 0835-21-8143

周南ローンセンター（周南支店内） 〒745-0801
周南市大字久米2865 0834-36-3636 0834-36-2800

岩国ローンセンター（岩国支店内） 〒740-0018
岩国市麻里布町3-5-3 0827-21-8211 0827-24-2264

※その他、県内各支店でもローンの取扱をしております。

商　　　号 担　当　者 住　　　所
ＴＥＬ ＦＡＸ
ホームページアドレス

中国労働金庫
　山口営業本部 眞鍋　俊寛 〒753-0074

山口市泉都町7-8
083-920-5205 083-920-5215
http://www.chugoku.rokin.or.jp/

県
内
ロ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
一
覧

ローンセンター下関（下関支店並列） 〒750-0006
下関市南部町21-21 0120-02-5002 083-223-2000

ローンセンター宇部（宇部支店内） 〒755-0021
宇部市常藤町5-7 0120-78-4160 0836-31-2822

ローンセンター防府（防府支店内） 〒747-0037
防府市八王子1-8-18 0120-46-4160 0835-26-5757

ローンセンター徳山（徳山支店内） 〒745-0056
周南市新宿通2-20 0120-62-4160 0834-21-3929

※その他、県内各支店でもローンの取扱をしております。
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【建設関連事業者】

商　　　号 担　当　者 住　　　所
ＴＥＬ ＦＡＸ
ホームページアドレス

㈲神谷工務店 神谷　政宏 〒750-0075
下関市彦島江の浦町1-1-5

083-266-4402 083-266-8494
－

㈲一の宮興産 白川　　保 〒751-0853
下関市川中豊町7-11-6

083-252-3552 083-252-3664
http://www5.ocn.ne.jp/~kfik/

長鐵開発㈲ 植野　善男 〒752-0997
下関市前田2-11-37

083-235-6616 083-235-1291
－

池田建設㈱ 椎木　博昭 〒750-0086
下関市彦島塩浜町1-18-18

083-267-0445 083-266-9140
－

㈲清水建設 清水　謙治 〒759-6602
下関市大字蒲生野599-1

083-258-1656 083-258-2598
－

㈲三友設備建築スタジオ 正代　三友 〒751-0883
下関市田倉242-12

083-256-9356 083-257-5640
http://mitomosetsubi.com/

㈱森芳楽園 森　　和義 〒752-0933
下関市長府松小田本町8-31

083-245-0283 083-245-1088
http://www.hourakuen.com/

㈱北浦建設 廣畑　光秋 〒758-0011
萩市大字椿東久保田826-6

0838-25-2715 0838-25-4411
http://kitaurakensetu.com/

建修産業㈲ 石川　龍男 〒753-0214
山口市大内御堀2231-15

083-932-1919 083-932-1919
－

Ｄ＆Ｓ 中村　和宏 〒758-0851
山口市黒川1552-9

083-928-8555 083-923-2574
－

㈲丸田工務店 丸田　拓二 〒747-0836
防府市大字植松468-2

0835-38-8889 0835-38-2694
http://marutahome.com/

木研㈱ 山根　昌美 〒747-0064
防府市大字高井1156-1

0835-21-0833 0835-23-5885
http://www.moku-house.com/

㈱徳本工務店 徳本　信治 〒746-0011
周南市土井1-10-12

0834-62-3405 0834-63-9063
http://www.ie1.co.jp/umeda/index/newpage1.htm

㈱みうら 草刈　　徹 〒744-0073
下松市美里町2-17-27

0833-45-5000 0833-45-5001
http://www.m-style80.com/

【住宅部】
住宅に関する
お問合わせは
こちらへ

リファインしゅうなん 〒744-0073
下松市美里町2-17-27

0833-45-5000 0833-45-5001
http://shunan.refine-shop.jp/

リファイン大内みほり 〒753-0214
山口市大内御堀1246-6

083-941-5757 083-941-5755
http://ouchimihori.refine-shop.jp/

中村工業㈱ 中村　昌幸 〒742-1102
熊毛郡平生町大字平生村847

0820-56-7800 0820-56-2030
http://www.nakamura-house.com/

㈱イワナミ 波田　玉良 〒740-0004
岩国市昭和町2-4-1

0827-21-3288 0827-21-5288
http://www.iwanami-web.com/
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さる平成26年 8 月 4 日㈪山口県不動産会館に於いて
平成26年度不動産無料相談所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、ご多忙中にもかか
わらず34名の方々にお集まり頂きました。

今回は、公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協
会より事務局次長　堀内　崇弘様、事業部長　加藤
修様をお招きして、新しく無料相談員になった方にも
わかりやすいよう『相談・苦情解決・弁済業務の手続
きと留意点について』をテーマに、事例をふまえ相談

「ハトマークR住宅推進店」研修会について

相談員研修会開催

業務や苦情解決業務の手続きの流れ・注意点をお話頂
きました。特に、相談業務については相談者との対面
による対応が原則であり、宅建業法に則った宅地建物
取引の範囲内でなければ相談に応じられない事の説明
や、相談内容をよく聞き、整理・記録を残すことが大
変重要となります。これらの事が、相談業務の流れに
大きく左右されるという点では、相談員の責務の重大
さを感じました。

また、全国的に見ても、苦情解決申出は減少傾向に
あり、当協会においても、ここ数年は横這いでありま

す。これも、会員一人ひと
りの倫理向上と、トラブル
を未然に防ぐための皆様の
ご尽力の賜物であると思い
ます。当協会の社会貢献事
業である無料相談業務を通
じ、業界のより一層の信頼
構築に向け、更なるご協力
とご理解をお願い致します。

　「中古住宅流通活性化事業」の一環である「ハトマークR住宅」の登録推進を図るための「建築基準法など関係
法令」を主体とした支部研修会（一般研修）が、支部単位ごと計８支部の各会場で行われ、先日、周南支部をもっ
てすべてが終了しました。（別表１）
　引き続いて、第２段階ともいうべき「ホームインスペクション」を主体とした本部研修会（特別研修）を別表２
によって実施することとしましたので、あらかじめお知らせいたします。

記
別表１（実績）

支 部 名 開 催 日 時 参　加　者 支 部 名 開 催 日 時 参　加　者
山　口 6月13日 50社（ 59名） 岩　国 8月27日 43社（ 53名）
下　関 8月 5日 55社（ 64名） 防　府 9月18日 36社（ 42名）

萩 8月21日 23社（ 24名） 宇　部 9月19日 29社（ 34名）
柳　井 8月26日 28社（ 31名） 周　南 9月22日 46社（ 66名）

合　　　計 310社（373名）

別表2（予定）
開　催　日　時 支　部　名 会　　　場

10月24日（金）13：30〜16：00 下関・宇部・柳井 山口県不動産会館
3 階研修ホール

11月 4日（火）13：30〜16：00 山口・防府・萩
11月25日（火）13：30〜16：00 岩国・周南

法務委員　土岐山　雪　絵
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　賃借人が、賃貸人に対し、クリーニング特約に基づ

いて敷金から控除されたクリーニング費用の返還を求

めた事案において、賃貸人が清掃をしたとしても、そ

れが通常の損耗にとどまる限りは、特約に基づきク

リーニング費用を賃借人負担とすることはできないと

して、賃借人の請求を認容した事例（東京地裁平成25

年５月27日判決ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要
　平成23年９月、賃借人Ｘ（原告）は、賃貸人Ｙ（被

告）との間で、201号室について①賃貸期間：２年間、

②賃料：月額45,000円、③敷金：45,000円として賃貸

借契約を締結した。

　なお、賃借人の退去後に賃貸人が専門業者に委託し

て行ったクリーニング費用は賃借人負担とする特約

（以下「本件清掃費用負担特約」という。）がある。

　重要事項説明書には、「期間内解約等により本物件

賃貸借契約が終了するときは賃貸借契約終了日までに

契約当初の原状に回復し、賃貸人に本物件の明け渡し

をしなければなりません。原状回復に要する費用は、

東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づき求めるものと

します。ただし、ハウスクリーニング費用は、賃借人

の全額負担となります」と記載され、条例に基づく説

明書には、「本契約では、経年変化及び通常の使用に

よる住宅の損耗等の復旧については、賃借人はその費

用を負担しませんが、退去の時、賃借人の故意・過失

や通常の使用方法に反する使用など、賃借人の責めに

帰すべき事由により住宅の損耗等があれば、その復旧

費用を負担することになります。」、「ハウスクリーニ

ングは、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水廻り清

掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去、照明器具の

汚れの除去、エアコンの汚れの除去等を専業業者によ

り実施します。この費用は借主の全額費用負担となり

ます（25,000円位が目安となっています）」と記載さ

れている。

　Ｘは、平成24年４月１日、Ｙに鍵を返却して建物を

明け渡した。賃貸人Ｙは、預託を受けた敷金45,000円

からクリーニング費用21,000円を控除した残額をＸに

返還した。

　Ｘは、退去に当たり清掃を行っており、清掃が必要

な状態ではなく、また、本件清掃費用負担特約は、清

掃が専門業者によって行われた場合を前提としており、

Ｙは、専門業者に清掃を委託したわけではないから、

クリーニング費用を賃借人負担とすることはできない

と主張し、クリーニング費用の返還等を求めた。原審

がＸの請求を棄却したことから、Ｘは、これを不服と

して控訴した。

２　判決の要旨
　裁判所は次のように判示して、賃借人の請求の一部

を認容した。

⑴　賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借

物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある

ところ、…（中略）…、建物の賃借人にその賃貸借

において生ずる通常損耗についての原状回復義務を

負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課

すことになるから、賃借人に同義務が認められるた

めには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担する

 最近の判例から 　−クリーニング特約−

賃貸人が清掃したとしても、それが通常の損耗にとどまる限り
は、クリーニング特約に基づき、その費用を賃借人の負担とす
ることはできないとした事例

　　　　　（東京地判　平25・ 5 ・27 ウエストロー・ジャパン） 村川　隆生

192号10



ことになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自

体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書

では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説

明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意

の内容としたものと認められるなど、その旨の特約

が明確に合意されていることが必要であると解する

のが相当である（最高裁平17・12・16）。

⑵　賃借人が生活することによって生じる通常の損耗

にとどまる限りは、賃貸借契約上当然に予定されて

いるものであり、これを賃借人の負担とするために

は、その旨の明確な合意が必要である。重要事項説

明書には、ルームクリーニング費用が賃借人の負担

である旨が記載されているものの、条例に基づく説

明書の記載と併せて読めば、本件清掃費用負担特約

は、専門業者に貸室内の清掃を委託した場合に生じ

る費用を賃借人の負担とするものであり、専門業者

に清掃を委託する必要のない場合にまでルームク

リーニング費用を賃借人に負担させる趣旨を含んで

いること、実際に行われた清掃の有無、程度にかか

わらず、一定のルームクリーニング費用を賃借人の

負担とすることや賃貸人が清掃を実施した場合にも

相当費用の支払義務が賃借人に生じることは明示さ

れていない。

したがって、賃借人が自ら貸室を清掃した場合に

生じた費用を賃借人の負担とすることについて、明

確な合意があったとは認めることができず、賃貸人

が清掃したとしても、それが通常の損耗にとどまる

限りは、本件清掃費用負担特約に基づき、ルームク

リーニング費用21,000円を賃借人の負担とすること

はできないというべきである。賃借人らの故意若し

くは過失により、又は通常の使用方法に反する使用

を行うなどして、201号室に経年変化や通常の使用

による損耗を超える損耗が生じたかという点につい

ては、これを認めるに足りる証拠がない。したがっ

て、賃貸人は、ルームクリーニング費用21,000円を

控除することはできず、返還していない敷金の残額

21,000円を返還する義務を負う。

３　ま　と　め
　クリーニング特約の効力については、裁判上で争わ

れることも多い。本事案では、賃貸人の専門業者によ

る清掃の実施の有無が争点の一つになっているが、裁

判所は「賃貸人が清掃したとしても、それが通常の損

耗にとどまる限りは、特約に基づきクリーニング費用

を賃借人の負担とすることはできない」と判示してい

る。特約の効力を限定的に解した裁判例として「特約

は、賃借人が明渡しに際して行うべき本件建物の清掃

が不十分な場合に、それを補う限度での専門業者によ

るハウスクリーニング費用を賃借人が負担すべきもの

を定めた規定と解すべきである］と判示したものもあ

る（東京地裁平23・ 1 ・20）。

　なお、国土交通省の原状回復ガイドラインは、「ク

リーニングについて、賃借人負担となるのは、通常の

清掃（ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り清掃、

換気扇やレンジ回りの油汚れの除去）を実施していな

い場合」との考え方を示していることを確認しておき

たい。

※機関紙「RETIO」より引用
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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

宅地建物取引業法の改正について
宅建業に従事する宅地建物取引主任者については、

宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大
や、中古住宅の円滑な流通に向けた関係者との連携等、
その役割が大きくなっていることを踏まえ、次のとお
り宅建業法が改正されました。

　（公布：H26．6．25　施行：H27．4．1）

■改正のポイント
１　宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に

変更
　○証の切替交付

改正法の施行の際、現に交付されている主任者
証は取引士証とみなされるが、希望者が主任者
証を取引士証に切り替えることを可能とするた
め、再交付の申請をすることができる理由として、
「その他の事由」を追加し、都道府県が条例によ
り再交付に係る手数料を定めている場合は、手数
料を納付しなければならないことを明確にした。

　○法定講習の充実
現在、法定講習の充実に向けた検討が進められ

ており、平成27年４月以降に実施する法定講習に
ついては、講習科目・講習時間の増加及び受講料
が改定される可能性がある。

２　宅地建物取引士に関する規定
　○宅地建物取引士の業務処理の原則

宅地建物取引士は、宅建業の業務に従事する

県住宅課からのお知らせ

ときは、宅地又は建物の取
引の専門家として、購入者等の
利益の保護及び円滑な宅地又は建
物の流通に資するよう、公正かつ誠実
にこの法律に定める事務を行うとともに、
宅建業に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。

　○信用失墜行為の禁止
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。
　○知識及び能力の維持向上

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る
事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなけ
ればならない。

３　その他
　○宅建業者による従業者の教育の規定

宅建業者は、従業者に対し、業務を適正に実施
させるため、必要な教育を行うよう努めなければ
ならない。
○宅建業者・宅地建物取引士に係る暴力団排除規

定の整備
宅建業の免許・宅地建物取引士の登録に係る欠

格事由及び取消・消除事由として、暴力団員等又
は暴力団員等がその事業活動を支配する者である
ことを追加した。
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下関
「第7回ハトマーク杯争奪少年ソフトボール大会」開催 下関支部　大　田　耕一郎

本年度も 9 月15日（月・祝）に「不動産フェア」の
一環として宅建協会のシンボルマークを冠にした「ハ
トマーク杯争奪少年ソフトボール大会」を開催しまし
た。当日は、天候にも恵まれ、市内から29チーム（選
手・保護者総勢約700名）の参加をいただきました。

本大会は市内屈指の大規模な大会であり継続して行
うことにより、チーム関係者並びに保護者の皆様に定
着してきたと実感しました。また、各選手の保護者は
子育て世代であり、イコール住宅購入者層でもあるた

め、宅建協会下関支部のアピールに貢献できる行事と
もなりました。

大会を通じて子供達の健全育成に微力ながら貢献で
きたこと、また大会関係者及び保護者の方々から、感
謝のお言葉を頂戴できたことを非常に嬉しく思ってい
ます。

今後も、地域貢献と宅建協会下関支部のアピールが
できるよう、より良い不動産フェアを開催していきた
いと考えます。

【大会結果】
優　勝　　勝山ＡＣソフトボールクラブ
準優勝　　風の子ソフトボールクラブ
第３位　　彦島南スポーツ少年団マリナーズ
　　　　　楠乃東ブレーブス
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下関
三好不動産研修旅行 下関支部　西　山　菊　市

９月18日（木）支部会館を朝７時に出発し従業者を
含め37名の方が福岡天神にある、福岡県宅建協会所属
の㈱三好不動産　天神本店に向かいました。10階にあ
る研修ルームにて、副社長である三好孝一様にご講演
いただきました。

下関支部会員の方々も熱心に耳を傾け、中にはメモ
を取る方もおられ、質疑応答の際には積極的に質問を
される会員さんもいらっしゃいました。

研修終了後のアンケートによると、今回の研修は大

変有意義で、皆さんの感想の中には、「具体的な内容
で説明がわかりやすくて良かった。」、「実情に応じ
た内容で良かった。」、「今後の職務に大いに活かせ
ると感じた。」、「又、このような研修を行ってほし
い。次回も参加したい。」等のご意見が多数寄せられ
ました。

このように今回の研修は大変ご好評をいただいたの
で、機会があれば、またこのような日帰り研修旅行を
企画できたらと考えております。

柳井
平成26年度第１回支部研修会開催

　平成26年８月26日（火）午後２時30分より柳井市文
化福祉会館集会室において柳井支部研修会が開催され
ました。当日は28業者31名の方が出席されました。
　第１講は「平成26年度の相続税他、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 瀧口 慶二氏にお越し頂き30分
間講演頂きました。

　第２講は「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 勝也氏にお越し頂き、住み替
え住宅ローンの新商品発売のご説明をして頂きました。
　第３講は「ハトマークＲ住宅 推進店」の指定を受
けるための第一段階の一般研修「一戸建て木造住宅の
検査等について」県本部 境田 次治 専務理事に講演頂
きました。皆さん熱心に講習を受けておられました。

支部だより
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宇部

宇部

平成26年度第１回研修会（不当要求防止責任者講習）

納涼情報交換会

　７月24日（木）午後１時30分よりココランド山口で
３年に１回の「不当要求防止責任者講習」が開催され
ました。時々笑いも交えながら、あっというまの３時
間でした。何度受講しても「う〜ん、そうか」と再度
確認ができて、大変有意義な講習会です。ロールプレ

　７月26日（土）午後７時より支部事務局にて納涼情
報交換会を開催しました。第１回目ということもあり、
参加は16名でした。情報交換をした後、食事をしてい
たら花火の音が「ドーン、ドーン」。なんと事務局の
前から大輪の花火が見えるではありませんか。「う
わー、すごぉい」「きれいだねー」とすごく盛り上が
りました。この日は１万３千発の花火が夜空を彩りま
した。思わぬ副産物で「来年はもっと声かけしよう
ね」「来年もぜったいしようね」という声がたくさん
上がり、うれしいかぎりです。食事中もいろんな情報

イイングでは中村警部補の大熱演で、録音係の藤原さ
んはあまりの迫力に「メモ」をとることができません
でした。怖かったですね〜（T_T）。中村警部補す
ごいです。また３年後の講習時には皆さんぜひ受講さ
れて下さい。

（？）の交換ができ、皆さん家路につかれました。

宇部
新入会員のご紹介　

船木工業 株式会社
三　藤　浩　二
757-0216
宇部市大字船木４６５番地の３
TEL　0836-67-2034
FAX  0836-67-2034

　支部では不動産に関する勉強会を
計画しております。
　「こんなことが知りたい」「皆さ
ん、どうお考えだろうか」というこ
とがありましたら、事務局へご連絡
下さい。
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山口

山口

平成26年度 第２回山口支部研修会

26年度　第３回湯田カントリークラブ

　平成26年９月９日（火）、山口市湯田温泉のセント
コア山口におきまして平成26年度第２回山口支部研修
会が開催されました。西村支部長のご挨拶の後、第１
講は株式会社西京銀行営業統括部副部長　藤田勝也様
による「住宅の買替ローンについて」の講演を頂きま
した。これまでは、住宅ローンを返済中の自宅売却に
関しては、手続き上もローンの制度上もなかなか容易
ではありませんでしたが、株式会社西京銀行様より新
商品のご提案を頂き、内容のご説明を
受けました。我々の強い味方になるの
ではないかと考えます。
　続いて第２講は、一般社団法人山口
県宅地建物取引業協会会長　五郎丸孝
士様より「ハトマークＲ住宅につい
て」の講演を頂きました。国策でも

コンペ結果　　　　　　 グロス　ＮＥＴ
優　勝　　右田　善弘　 　77　　　69.8
準優勝　　加津　新一　　 92　　　70.4
第３位　　伊藤　　進　 　91　　　70.6
　去る９月17日、湯田カントリークラブにて平成26年
第３回ゴルフコンペが開催されて、協会会員の全14名
が挑戦しました。
　今年の７月、８月は梅雨が長引いているかの様な天
候でしたが、この日は最高の天気で、しかも心地よい
秋の風がやさしく吹く絶好のゴルフ日和でした。さて
今回は戦略性に富んだ変化と風景の美しい湯田カント
リークラブのコースに皆様それぞれの思いを胸に抱き
ラウンドが始まりました。「湯田カントリーは一つ球
が曲がりますと大叩きの餌食となるコースで、豪快に
プレーするよりも堅実なプレーが大事でこの難コース
を攻略する秘訣ですね」と参加されました皆様からも
そんな声がよく聞かれました。
　そこでこの度、見事に優勝致しました方は。。。な
んと幹事の私でした（小郡不動産　右田善弘）この文
章を書いている私が優勝という事なので総評の文章が
書きにくい状態です。宅建協会のコンペでの優勝は
初？と思うのですが、ここ最近は他のコンペでも無
かったのでとてもうれしかったです。２位は積水ハウ

ある〝「スクラップ＆ビルド」から「ストック＆フ
ロー」″への具体的な方策に関するご説明等を頂きま
した。　山口支部でも「ハトマークＲ住宅」に関して
今後更に理解を深め実践していく必要を強く感じた講
演でした。
　今後も会員の皆様にお役にたてる研修会を開催して
参ります。また、研修に関してのご要望等がございま
したら、お気軽に法務委員会におよせください。

ス㈱の加津新一さん、加津さんはいつも何か賞に絡ん
でこられる名プレーヤーです。今回も入賞？という事
でおめでとうございます。
３位は、山口住宅の伊藤　
進さんです。
　次回の開催（第４回）は
12月の宅建協会忘年会の前
日を予定しております。
　ゴルフを最近始めた方、
昔やっててブランクが……
という方でも大歓迎です。
お気軽にふるってご参加頂
きますようお願い致します。

山口支部　平　連　嗣　騎

ゴルフ幹事　右　田　善　弘

山口
新入会員のご紹介　

ま ま の 家
や

前川　富士江
〒753-0212
山口市下小鯖1321-32
TEL 083 - 927 – 5516
FAX 083 - 927 – 5516

　この度、入会させて頂きました
『ままの家』の前川と申します。
　私には４歳と７歳の子供がおり、自
宅を事務所としてスタートしました。
育児・家事もあり、厳しい道になる
と思いますが、こつこつと亀さん
ペースで頑張りたいと思っています。
　会員の皆様、どうぞよろしくお願
い致します。

第 2 回　㈱きらら　洲崎氏（右）
第 3 回　㈱小郡不動産　右田（左）

優　勝 !!

支部だより
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周南

周南

平成26年度　第2回宅建塾

不当要求防止責人者講習

周南支部において 7 月 8 日、第 2 回「宅建塾」を開
催しました。

2 時間に及んだ今回の勉強会の講義は、五郎丸孝士
会長による「最新の中古住宅流通及び登録手続きにつ
いて」でした。参加者は28名でした。講義内容として
は、業界の現状と将来への取組みの必要性、今後、会
員を取りまく環境の変化と、それにどのように対応す
るかのヒントの話から始まりました。中心はハトマー

平成26年７月22日（火）13：30より周南市地域地場
振興センターに於いて、不当要求防止責任者講習会が
開催されました。

３年に一度の定期講習として開催しており、周南市
部が県下で最初の講習とのことでした。

山口県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団排除第
１係長中村光良様を講師として、暴力団の現状・暴追
センターの概要・暴力団との対応要領・DVD上映等の
講習を受け、支部役員３名と暴力団に扮した警察官に
よる不当要求対応模擬訓練が行われました。不当要求

クＲ住宅の仕組み及びその対応方法と登録についての
勉強会となりました。業界を取りまく変化の厳しい状
況にいかに我々が対応、リードしていくかが問われる
中、このような勉強会を継続する事は、重要だと感じ
ています。次回以降は、建築関連の専門家を招き、Ｒ
住宅の促進を含めた建物の知識向上を目指す内容で
「宅建塾」を予定しています。

の迫力に屈することなく冷静に対応されている様子が
伺われ勉強になりました。

山口県暴力団排除条例が施行されて３年になります
が、不動産取引から暴力団等反社会的勢力を排除する
為不動産流通４団体により暴力団等反社会的勢力排除
条項の標準モデル条項（売買契約書・媒介契約書・賃
貸住宅契約書）が定められていますので、積極的なご
利用をお願い致します。

　　　（出席者31名）

業務委員長　島　津　和　典

法務委員長　藤　井　修　二

「暴力団追放」
三ない運動+１の推進

・暴力団を利用しない
・暴力団を恐れない
・暴力団に金を出さない
・暴力団と交際しない
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周南

周南

宅建協会　周南支部の親睦旅行記

親睦旅行・宅友会ゴルフ紀行

平成26年 9 月10日〜11日の 1 泊 2 日で、宅建協会周
南支部の親睦旅行を実施させて頂きました。皆様時間
通りに集合して下さり、定刻通りの出発、休憩を挟ん
で約 4 時間半で昼食会場へ到着。

新鮮な烏賊の生き作りの会食を頂いた後からは、今回
の旅行のメインテーマとも言える2014年ＮＨＫ大河ドラ
マ＜軍師・黒田官兵衛＞に纏わる史跡巡りとなりました。

黒田官兵衛はキリシタン大名であり、織田信長・豊臣
秀吉・徳川家康らと絡んで彼らの天下取りの行方を左右
した人物と言われ、終いには豊臣秀吉を天下人の地位に

去る 9 月10日・11日、宅建協会周南支部親睦旅行、
宅友会ゴルフコンペに参加させて頂きました。

早朝、協会より福岡佐賀方面へ。史跡見学の後、ホ
テル日航福岡へ。宴会、二次会、三次会と中洲の街は
なかなか解放させてくれません。

明朝、宅友会は参加者12名により、ザ・クイーンズ
ヒルゴルフクラブへ移動。Wペリア方式によりコンペ
スタートです。当クラブは九州を代表する名門コース
で、管理もしっかりされており、OUT、INでは景色
も違い、OUTはアップダウンもきつく、INはフラッ
トですが各所に池が配置されている難コースです。全

まで導いたとされております。彼らが朝鮮や中国へ向け
て出兵した時の軍事拠点とした名護屋城跡に立ってはる
か北を望み、しばし気持ちは420年前に跳んでみました。

近年はＰＭ2.5が広がり見通しは良くないとの事。
この日もそうでしたからちょっぴり残念！

翌日はゴルフ組と市内観光組とに別れて、お互いの自
由な時間を過ごし、市内観光組は軍師官兵衛展を開催
中の福岡市博物館を見学し、福岡市がこのような巨大な
博物館を維持しているその民度の高さに感心しました。

その後、ヤフオクドームのバックヤードツアーに参
加して野球を知る人も知らない人も（ふーん、そう
なってるんだ）と感心する事しきり……。

帰りのバスの中は修学旅行の生徒達さながらの笑い
声が聞こえ、笑顔が見え、心から楽しまれた様子で安
心いたしました。

末筆ながら企画初心者の私に全面協力をして下さい
ました、池田支部長・事務局の畑辺さん本当に有り難
うございました。御礼申し上げます。来年はもっと大
勢の方の参加をお待ちしております。

（参加者　27名）

員一打一打に思いを込め、ショットを繰り返し、あっ
と言う間にプレー終了です。

成績は、優勝・㈱ファノス 岡村英之さん、準優
勝・光洋土地建物㈱ 竹下光雄さん、三位・中四国セ
キスイハイム不動産㈱ 熊谷匡悦さんです。

岡村さんとは同組だったのですが、前半はOB連発
もありスコアを崩しますが、後半はどんどんショット
も決まり 3 オーバーです。さすが実力通りのベスグロ
優勝でした。

天気にも恵まれ、楽しく有意義な親睦旅行となりました。
皆様、お疲れ様でした。

総務委員長　吉　木　葉　子

㈲藤和地所　藤　井　　　勉

支部だより
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防府

防府

防府

「不当要求責任者講習会」開催

不動産研修会開催

平成26年度事例地調査の実施

8 月19日（火）、カリヨン203ルージュホールにおい
て「不当要求防止責任者講習会」を33名の出席で開催
しました。

前半で暴力団の現状について、「暴力団の実態」
「全国及び県内の暴力団情勢」「暴力団の動向」そし
て、暴追センターの概要や活動状況として「暴力団等

「ハトマークR住宅」の研修会を 6 月24日（火）カリ
ヨン203ルージュホールにおいて行いました。

防府支部より42名、山口支部より5名の参加がありま
した。

講師として境田専務理事にお越しいただき大変充実
した研修会となりました。

支部として各会員が今後の業務に活かせるよう「ハ
トマークR住宅」関係業務のバックアップ体制を整えて
参りたいと思います。

9 月 2 日（火）13時より、支部会議室にて平成26年度
事例地調査を行いました。本年度は24名の方に参加し
ていただき、5 名 1 組のグループを作り査定しました。

毎年ポイントを増やし、精度の高い価格査定ができ
る事を目指していきます。

の不当要求に対する具体的対応要項」「暴対法の解
説」「基本的対応要領」「事例紹介」などの講義があ
りました。

後半では30分間のDVD上映、県警の暴力団排除係員
の方とのロールプレイング研修があり、対応係・記録
係・録音係りの担当 3 人がそれぞれの役をこなし、全
員無事受講修了書を頂きました。
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岩国

岩国

「ハトマークＲ住宅支部研修」

「納涼情報交換会」

８月27日、境田専務理事講師により『ハトマークＲ
住宅』の支部研修が行われた。参加会員も多数で場内
はほぼ満席。このハトマークＲ住宅に向けて期待の大
きさが計り知れた。講習は木造住宅の検査に関する基
礎的な内容であったが、すっかり忘れている事もあり、
受講時間もあっという間だった。会員の皆さんも食後
の一番眠い時間にもかかわらずしっかりと受講してい

今夏も恒例の納涼情報交換会が開催されました。森
口支部長の挨拶に始まり、山崎元事務局長の乾杯の音
頭でスタートです。

今年の参加者は47名で、まさに大盛況でした。
日頃あまりお付き合いのない方々も、仕事や趣味の

話でわきあいあいの雰囲気。支部講習会の直後という
こともあり、皆さんビールがよくすすむ！

最近は、若い方など新しい仲間の参加者も多く、活
気あふれる楽しい２時間でした。

る様子だった。
量販店や異種業者、大手ハウスメーカーの当不動産

業界進出が著しい昨今、この対抗手段として、アール
住宅が考案された。アール住宅の中古住宅を格付けす
ることで良質物件であるアピールに繋がり販売促進が
期待でき、また顧客の信頼と安心を得るに違いない。

竹之内

山本

支部だより

192号 23

支部だより



192号24



期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

4㈪
4㈪
7㈭
8㈮

19㈫
20㈬

22㈮

28㈭

1㈪
4㈭

8㈪
8㈪
11㈭
12㈮
12㈮
30㈫

於会館　出席者34名
於岡山　五郎丸
於広島　五郎丸
於広島　五郎丸

於会館　平連
於愛媛　五郎丸

於会館　出席者　24名

於岡山　西村、境田

　　
　　
於会館　出席者　11名
於広島　五郎丸、塩田

於会館　出席者　12名
於会館　出席者　11名
於東京　五郎丸
於会館　出席者　10名
於会館　出席者　29名
於東京　五郎丸

平成26年8月分　行動経過 平成26年9月分　行動経過

平成26年度相談員研修会
全宅連中国・四国地区連絡会
全宅連中国地区会長会
不動産コンシェルジュ中国地
区協議会　全体会議
第３回宅建主任者法定講習会
都道府県会長・全宅保証本部
長合同会議
ハトマークR住宅推進協議会
設立準備会
第３回試験事務説明会

第３回業務委員会
西日本不動産流通機構　
企画システム委員会
第４回常務理事会
第３回総務委員会
全宅連情報提供正副委員長会
第３回法務委員会
第５回理事会
全宅連情報提供委員会

宅建ブログ「教学相長」
……教育

～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

　最近身近な人の若すぎる死に直面することが多い。50代、60代の死
は本人にとっても、その家族、とりわけ子供にとっても早過ぎる。
　久し振りに会社に訪れてくれた同級生。彼女のご主人も「癌」と宣告
され、半年位で亡くなられた。
　ご主人は関西の大学で教授をされるかたわら、大学を代表して政府の
委員もされておられた。私にとっても尊敬する方の一人であった。仕事の
面でも相談にのっていただいたり新しい事業を考える時にも適切なアド
バイスをいただいたりもした。
　彼女いわく「主人が病気になって半年位の間に、子供に対して死ぬ間
際までメッセージを送り続けていて、子供もしっかりと受け止めていた様
だ。」という話をしておられた。物事を習うということと、物事を教えよう、
伝えようとする様は、お互いが真剣に取り組んでこそ成立するものである
が、特殊の例とはいえ、その見本を見ている様だ。
　教育は、自分が教育をしてあげる！といった様な一方的なことではなく、
教えよう、伝えたいという熱意と、真剣に学びたいという心が一体となっ
て成立する。教える側にとっては、出来るだけわかりやすい言葉や、例え
話をして、相手が興味を持つように話す。子供目線で話すというのも、こ
の姿勢の一例である。学びたいとする者は、心を白紙にして又は謙虚な
気持ちで聞かないと身に付かない。人の話を聞く時に、「そうそう」「そう
そう」と、そんな事は解っていると言わんばかりな態度をする人がいる。こ

の様な人は、何度話をしても身に付かない人である。
　謙虚な気持ちで学んだあとで、それを自分のものとして取り込むには、学び記憶（蔵）したことを、他人に教えることで再
度自分の身体に取り入れ、他の人からの意見なり、足らない事の指摘を受けるなかで、自分の血肉となっていく（修）。まさ
に“教学相長”の世界となる。
　いいと思った事、感動した事等を人に伝え、よりその事柄を深いものにしていく。その後は自分の見識となる（息）。以上
のような事が理想であるが……。人間なかなか理想通りにはゆかないものだ！
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すっかりと秋風に吹かれて、雨ばっかりの夏を羨ん
でいるこの頃です。建設業が主体のわが社とすれば、
雨は工事の邪魔にしかならず、特に外構工事に支障が
出ました。愚痴を書くのはこれ位にして、すばらしい
秋を満喫している事を祈ってこの文章を書いています。
私はやはり秋が好きです。若い頃は夏も好きでした
が、段々歳を取ってくると秋のもの寂しさにひかれま
す。紅葉の中を歩く古びたお寺など、とても心穏やか
にしてくれます。新芽が目に嬉しい春も、若者が海で
戯れる夏も、見渡す限り真っ白な雪の中の冬も、どれ
もとても素敵ですが、四季のある日本に生まれて良
かったと心から思います。いろいろな意味でも日本人
で良かったと、私は思っています。世界中から聞こえ
てくる色々な事が、日本は平和な国だと実感させてく
れます。もちろん、対岸の火事だとばかり思ってはい

けませんが、平和であることに感謝して日々生きて行
きたいと思います。
来年の消費税増税はいかがでしょうか？　私は増税
するなら法人税を下げてほしいと思っています。日本
はアメリカの次ぐらいに高いので、大手企業が外国に
出て行きます。また外国の企業が日本に来にくいのが
実態です。企業が儲けて、それを給料に反映させてく
れれば景気が良くなってきたと実感できます。財布の
中身が増えなければ消費が伸びません。
私の零細企業ではあまり関係ありませんが、お客様
がお金を使って下さらないと仕事が増えないのは確か
です。一部の大手企業の役員だけが高給をもらってい
ても困りますが、みんなの給料が上げることを考えて、
政府もより良い政策を練ってほしいと思います。

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

重　要　文　化　財　
旧　下　関　英　国　領　事　館

　下関市民の心の安らぎであり、誇りでもある「旧下関英国領事館」が、平成20年12月に保存修理工事のた
めに休館してから、今年の平成26年７月に再開館しました。
　明治後半、時の駐日英国大使アーネスト・サトウは、成長著しい西日本における外交・経済・交通の拠点で
ある下関に英国領事館を設置することを本国に具申。明治34年（1901）9月、英国領事館が下関に設置され
ました。その5年後の明治39年（1906）、領事業務の拡大に伴い、領事館が新たに建設されました。これが
現在の建物で、現存最古の領事館建築物であることに加え、明治期の外交関連施設の典型を示すものとして歴
史的価値が高く、国際都市下関を象徴する建造物です。赤煉瓦に包まれた建物は、昭和16年（1941）まで使
用され、領事室や領事の居室などに使用された主屋と、使用人室や厨房などに使用された付属屋からなってお
り、旧下関英国領事館画像設計者は英国工務局上海事務所技師長のウィリアム・コーワンと推定されています。
　平成11年5月に国の重要文化財の指定を受けました。下関市内の国指定文化財（建築物）は国宝である功山
寺仏殿、住吉神社本殿、重要文化財で毛利元就が寄進した住吉神社拝殿に次いで4件目の指定となります。
　以前、主屋は市民ギャラリーとして利用され、付属屋は喫茶店「異人館」として親しまれていましたが、耐震
のための改修工事もあり、5年半ものあいだ休館しておりました。
　この度新たに１階を展示室に2階は喫茶・パブなどの飲食店に、
付属屋はギャラリーとして中庭と共にかしだされることになり、
新たな下関の地域活性・観光・情報発信の拠点として期待され
ています。　　　　　　　(旧下関英国領事館ホームページ引用)


