
2015. 1. 1

第193号第193号第193号

URL：http://www.ymg-takken.or.jp

一般社団法人

萩支部　郷 田 正 則
　今年１月、政府は「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」をユネスコに推薦しました。これは、８
県11市にある23の遺産を一つにまとめて世界遺産登録しようとするもので、萩市にある５つの遺産が入っていま
す。このうちの２つを紹介します。

萩 反 射 炉（国指定史跡）
　反射炉は鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉で、長州藩の軍事力強化の一環として導入が試みられました。藩は
1855（安政2）年、反射炉の操業に成功していた佐賀藩に藩士を派遣し、鉄製大砲の鋳造法伝授を申し入れます

が、拒絶され、反射炉のスケッチのみを許されます。現在残っている遺構は煙突に
あたる部分で、高さ11ｍの安山岩積み（上方一部レンガ積み）です。当時の蘭書
によると、反射炉の高さは16ｍですから約7割程度の規模しかありません。また

藩の記録によると、1856（安政3）
年に試験炉が操業されたということし
か残っていないことが最近になってわ
かりました。これらから、萩反射炉は
このスケッチをもとに試作的に設計・
築造されたものであると、現在では考
えられています。
　現存するのは韮山（静岡県）と萩の
２か所だけで、我が国の産業技術史上
大変貴重な遺跡です。

恵美須ヶ鼻造船所跡（国指定史跡）
　1853（嘉永6）年、幕府は各藩の軍備・海防力の強化を目
的に大船建造を解禁し、のちに長州藩に対しても大船の建造を
要請しました。1856（安政3）年、藩は洋式造船技術と運転
技術習得のため、幕府が西洋式帆船を製造した伊豆戸田村に船
大工を派遣します。船大工は戸田村で西洋式帆船建造にあたっ
た技術者らとともに萩に帰り、小畑浦の恵美須ヶ鼻に軍艦製造
所を建設しました。同年12月には藩最初の洋式軍艦「丙辰丸」
（全長25ｍ）が、また1860（万延元）年には2隻目の洋式軍
艦「庚申丸」（全長43ｍ）が進水します。現在も、当時の規模
の大きな防波堤が残っています。
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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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新春を迎えて
平成27年

　　　会長　五郎丸　孝　士

新年あけまして、おめでとうございます
平成27年度は、会長就任以来の協会運営の基本コンセプ

トであります「三つの信頼」事業はもとより、「ハトマークR
住宅推進協議会」を中心に、消費者にとっての安心・安全・
便利なサービスを提供することを念頭において協会運営をし
てまいります。

又、空家住宅は社会問題化しつつあります。今年は山口県
並びに市町村の協力を得、司法書士、土地家屋調査士、税理
士等々の協会と、ハトマークR住宅推進協議会の方と共に積
極的にこの問題に取り組む所存であります。

昨年の 6 月18日に国会で宅地建物取引業法の一部を改正
する法律が成立しました。

これによって「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引
士」と名称が変った事は喜ばしいことであります。

しかし、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条の二には、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
条の三には、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条の二には、宅地建物取
引業者はその従業員に対して、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。

これを受け、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会と
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れなければならないと
考えます。

ところで今年度注目されるのは民法改正であります。
平成27年 3 月の通常国会に民法改正法案、整備法案が提

出される予定です。
弁護士の柴田龍太郎氏によれば、注目されるところは「責

めに帰すべき事由」が「契約及び取引上の社会通念に照らし
て責めに帰すべき事由」となったことで、契約違反の判断に
ついては契約書の文言が重視される傾向が強まることになる。
したがって今後は契約で合意したことが守れなかった場合に
は事実上債務不履行ということになると思われる。

又、瑕疵担保を「契約の内容に適合してない場合の売主
の責任」（契約不適合責任）と改変したこととあいまって民
法改正後は更に契約文言重視の傾向が強まると思われる。

この様に瑕疵担保が契約不適合責任になったことで不動
産取引でいえば、事前の専門家調査（インスペクション）を
厳密に実施し合意の内容が実態・事実に基づくものとし、合
意の内容が永続的担保される環境をつくることが大事である、
とその著書にあります。

今後はハトマークR住宅にもあるように、売主の告知義務
やインスペクションが重要となると思われます。

又、賃貸関係では、賃貸借契約における保証人が個人の
場合、保証契約に極度額を記載する必要があり極度額の定
めがないと保証契約そのものの効力が生じなくなる。

又、債権者（家主）は、委託を受けた保証人から請求が
あったときは保証人に対し遅滞なく不履行の有無並びにそれ
らの残額等々の情報を提供しなければならない。

以上、ほんの一部であります。
民法改正が決定された場合、我々のビジネスにどう影響す

るのか、研修会を実施するつもりであります。
「ハトマークR住宅」に関しましては、昨年の末にかけて

延べ4.5時間に及ぶ研修を終えられ「ハトマークR住宅推進
店」になられた会員の皆様には、このR住宅の普及にお力を
貸して頂きますようよろしくお願い致します。

このハトマークR住宅が登録されている「ハトマークサイ
ト山口」は皆様ご存じの通り
⑴　目的から物件を探す機能（賃貸、売買）
⑵　地図から物件を探す機能（賃貸、売買）
⑶　ローンシミュレーションシステム（月々の返済額から購

入可能な登録物件情報が検索出来る）
⑷　物件のマッチング機能（賃貸、売買）
⑸　リフォーム費用シミュレーションシステム
⑹　ハトマークR住宅登録情報提供システム
⑺　会員間情報交換システム
⑻　土地価格査定システム
⑼　定款諸規定、西日本レインズ、全宅連、保証協会、山口

県不動産政治連盟、不動産公正取引協議会連合会の各種
諸規程等
充実した内容となっております。
今年の 1 月よりテレビ媒体を使って「ハトマークR住宅

推進店」並びに「ハトマークサイト山口」の広告を大々的に
行っております。

山口県内の消費者への認知度は格段に上がると思います。
上がった認知度の継続には「ハトマークサイト山口」に多

くの物件が登録してあることが重要であります。
ポータルサイトは進化しています。今や物件の間取図（コ

ンセントの位置まで印す）や物件写真は無論のこと、環境写
真、生活利便施設の写真や物件からの距離、こだわりの設備、
更には市場分析等々多岐に渡って掲載されています。

物件の概要を文字だけで伝える時代から、写真や図並び
にデータ等で表示するなど工夫をして、お客様の要望に応え
られる内容にしていかなければ世の中から遅れてしまいます。
そのような意味においてハトマークサイト山口も進化し続け
なければなりません。

一方、会員の皆様方にもこの様な環境に適応していただく
ことで「ハトマークサイト山口」が地域から信頼されるサイト
に生れ変るのだと思います。

物件の売却を依頼されたら先ず前提条件である厳密な告
知書を売主に書いて頂き、抵当権その他第三者の権利の抹
消、境界の確認、シロアリ調査と駆除（ 1 年保証）の調査を
し、個別条件であるインスペクション（業者再販の場合は瑕
疵保険付与）をした後、その物件がどの様な方に紹介すべ
きか、物件の特徴、生活利便施設、小中の学校区等々の環境、
リフォームの必要な場合はその部位と費用の概算の業務を行
うことで単なる情報から商品に変っていくのであります。

今後とも、このハトマークサイト山口を業務の中心に置い
て頂き、活用して頂きたいと存じます。

ビジネス環境は、空家住宅の増加。少子高齢化等で市場
は縮小していくなかで、住宅メーカー系や異業種から不動産
流通業への参入が加速しております。

又、政府においては、住宅政策のフローからストックへの
転換、民法改正、宅建業法改正、消費税の増税等に加え我々
のビシネスのあり方まで変る可能性がある現在、5 年、10年
後をしっかりと見極め常に先手を打っていく必要があります。

今年も会員の皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い致
します。
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年 頭 所 感
平成27年

　山口県知事　村　岡　嗣　政

【はじめに】
明けましておめでとうございます。
すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申

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。

今年は、1 月から放送される大河ドラマ「花燃ゆ」
や、5 月のミラノ国際博覧会への出展、7 月から 8 月
にかけて162の国と地域から約 3 万人のスカウトが集
う「第23回世界スカウトジャンボリー」、10月には、
60歳以上の方々によるスポーツと文化の祭典である
「ねんりんピックおいでませ！山口2015」などの大き
な舞台が続きます。

私は、こうした機会を、本県のすばらしさを国内外
に情報発信する絶好のチャンスとして、ふるさと山口
県の将来の発展につながる明るい年にしていきたいと
考えています。

【新たな県づくりの取組】 
山口県は今、人口減少や少子高齢化など大変困難な

課題に直面しています。この難局を乗り越え、将来に
わたって元気な山口県を創っていくためには、本県の
豊かな自然や歴史・文化、特色ある産業など、本県の
優れた特性を最大限に活かしながら、市町、県民の力
を結集し総力をあげて県づくりに取り組むことが必要
です。

このため、私は知事就任以降多くの皆様の声を直接
お聞きし、貴重な御意見をしっかりと踏まえ、現在、
新たな県づくりの政策や施策を示す県政運営の指針と
なる「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラ
ン」の策定を進めています。

私は、これからこのチャレンジプランの下で、人口
減少、少子高齢化社会にあっても元気な産業や活力あ
る地域の中で誰もがはつらつと暮らせる「活力みなぎ
る山口県」の実現を目指していきたいと考えています。

まず、本県の新たな活力を生み出していくためには、
強い「産業」を創り、魅力ある雇用の場を広げていく
ことが重要であり、全国的にも優れた本県の瀬戸内沿
岸部の産業集積を活かし、本県の産業の力をより強め
るとともに、第一次産業から第三次産業まで総合的な
取組を進めることが必要です。

このため、港湾、道路など産業基盤の整備を着実に
推進するとともに、戦略的な企業誘致や次世代産業の
育成、日本一を目指す農林水産業の担い手支援の充実、
首都圏等への県産品の売り込みの強化などを進めてま
いります。

また、平成30年の明治維新150年に向け「やまぐち
幕末ISHIN祭」を展開するとともに、ミラノの国際博
覧会の日本館に「世界に届けます　山口の食・文化・
匠の技」をテーマとした出展など、山口県の魅力を国
内外に広く発信します。

また、地域の絆の中で心豊かに生活でき、誰もが自
己実現ができる地域社会を築いていくためには、互い
に絆を大切にし、支え合う地域づくりなどを通じて
「地域」の活力を高めていくことが重要です。

このため、地域やくらしを支える道路網等、交通
ネットワークの整備を進めるとともに、中山間地域の
集落の維持・活性化、自立できる生活圏の実現やそれ
を支えるビジネスづくり、市町と連携したUJIターン
対策の一層の強化などに取り組みます。

さらに本県の元気を創造し、力強い県づくりを進め、
未来を切り拓いていくのは「人」の力です。このため、
結婚から出産、子育てまで切れ目のない支援を実現す
るとともに、企業、団体はもとより社会全体で子育て
を支える取組も積極的に進めてまいります。

また、社会総がかりによる「地域教育力日本一」の
取組の充実など、次代を担う子どもたちの育成を推進
するほか、女性が輝く地域社会の実現に向けた企業の
取組支援、夢を叶える創業支援、さらには、ねんりん
ピックを契機とした高齢者の社会参加の促進など、あ
らゆる県民の皆様が社会参加できる社会の実現に取り
組んでまいります。

私は、こうした産業の活力、地域の活力、人材の活
力を高め、好循環を生み出すことにより、県勢の躍進
につなげていきたいと考えています。

新たな県づくりの推進に当たりましては、日々の暮
らしの「安心・安全」を守ることがその基本となるも
のであり、このため、近年多発する自然災害への対応
や、多様化・高度化する医療や福祉、介護への対応な
ど、県民の皆様が安心して暮らせる環境づくりにしっ
かりと取り組んでいきます。

特に、昨年 8 月の県東部の大雨災害の得がたい教訓
を踏まえ、土砂災害の危険度の高い土砂災害特別警戒
区域については、基礎調査を平成27年度中にすべて終
了し、県民の皆様の御理解を得ながら予定を最大限前
倒しして、平成28年度中には区域指定を完了したいと
考えています。

また、近年多発傾向にある大規模自然災害や南海ト
ラフ巨大地震に対応した防災・減災対策も着実に進め
てまいります。

【今年の決意】
今年の干支は「乙未（きのと・ひつじ）」です。

「乙」にはいかなる抵抗があっても、紆余曲折を経て
もそれを進めていかなければならない、また、「未」
は、光を遮る枝を払いのけ明るくしなければならない
という意味があります。

私は、人口減少問題など、目の前に立ちはだかる困
難な課題にも積極果敢に挑戦し、「活力みなぎる山口
県」の実現に向け、大きく飛躍する年にしていきたい
と考えていますので、県民の皆様の御支援と御協力を
よろしくお願いします。
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　皆様に新春のお慶びを申し上げます。
　ソチ五輪の羽生結弦選手の金メダルにはじまった
昨年は、青色LEDの発明の功績で、赤崎勇、天野浩、
中村修二の三氏がノーベル物理学賞を受賞され、新型
気象観測衛星「ひまわり 8 号」や小惑星探査機「はや
ぶさ 2 号」の打ち上げの成功など、日本の先行きに明
るい期待が感じられる 1 年となりました。その一方で、
好転が期待された 7 〜 9 月のGDPがマイナス成長に
なるなど、わが国経済の舵取りは一段と難しい局面を
迎え、年末は、わが国の将来の方向を決める大きな選
択の時となりました。
　安倍晋三総理は、「アベノミクスを前に進めるのか、
それとも止めてしまうのか、それを問う選挙」と強調
され、任期半ばにして衆議院を解散し、総選挙を実施
されました。この時期の解散には様々なご意見もあり、
私も個々のご意見に異を唱えるものではありませんが、
消費税10パーセント引き上げ時期の延期を含めて、安
倍総理が政権公約で掲げた国民の皆様との約束を、今
一度、国民の皆様にお聞きした上で、信を得られれば、
引き続き、強力に政策を進めたいとの考えは、鳩山由
紀夫氏や菅直人氏などが担った民主党政権が国民との
約束を破り続けた後だけに、私は尊重したいと思いま
す。
　お陰様で、自由民主党と公明党の連立与党は、国民
の皆様の大きなご支持をいただき、連立与党による安
定した体制の下で、新しい安倍内閣がスタートするこ
ととなりました。
　第二次安倍内閣での 2 年間の取り組みは、安倍総理
の約束された「強い日本を取り戻す」過程の途中であ
り、個々人が、個々の企業が、また、それぞれの地域
が、十分な手応えを感じられるまでにはまだまだ至ら
ないかと思いますが、15年という長期にわたってデフ
レに苦しんできた日本経済は、金融政策、財政政策、
成長戦略の「三本の矢」によって復活の兆しが見られ
ます。この度の総選挙で安倍総理が掲げられた「景気
回復、この道しかない」という公約のとおり、日本経
済をしっかりとした成長軌道に乗せるとともに、その
成果を国内の隅々にまで行き渡らせなければなりませ
ん。ようやく動き出した経済の好循環の流れを確かに
しなければならないのが今だと、私は考えますから、

安倍総理の取り組みを支え、また、私たち自身も、自
らのこととして山口県ができることは、山口県がやら
なければならないことは、強力に取り組んで行かなけ
ればならないと考えています。
　この意味でも、昨年は、山口県にとって大きな転機
となりました。
　産業戦略推進計画など、全国に先駆けた取り組みを
進めはじめた山本繁太郎前知事が病気のために退任さ
れましたが、山本前知事の思いを引き継ぎ、産業の再
生強化や少子化対策など5つの突破力によって「活力
みなぎる山口県づくり」を掲げる村岡嗣政知事が誕生
しました。
　わが国は、人口の減少社会に突入し、急速に進む高
齢化や生産年齢人口の減少などを背景とした社会全体
の活力の喪失に直面する日本の縮図とも言える現実に
直面している山口県だけに、若さ溢れる村岡知事の下
で、新たに策定が進められている「元気創出やまぐ
ち！未来開拓チャレンジプラン」に基づく県づくりを
県議会としてもしっかりと支えていきたいと考えてい
ます。
　この新たなプランの中で、県民の皆様のくらしの安
心・安全の実現は大きな課題であり、特に、防災・減
災対策などと合わせて、日々のくらしを支える住環境
の充実が重要です。山口県が進めている住宅の耐震化
の促進や「住宅マスタープラン」に基づく良質な住宅
ストックの形成、また、山口県宅地建物取引業協会と
も協定を締結した災害時における住宅の確保、近年急
増している空き家対策など、各種住宅施策を進める上
で、本協会と会員各位の役割は益々重要になりますの
で、皆様のさらなるご尽力を心からお願い申し上げま
す。
　今年の干支は「乙未」で、困難の多い年、そして、
それを乗り越えなければならない年との謂われがあり
ますが、国政の体制がより安定し、県政の体制が新し
くなった乙未の今年は、新たな体制の下で、困難を乗
り越えて新たな成長、飛躍の一年としなければなりま
せん。そのことを願い、また、今年一年が皆様にとり
まして、さらなるご健勝とご発展となる年となります
ようお祈り申し上げ、私の新年のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ
畑　原　基　成

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
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「中古住宅流通活性化策」の一環である「ハトマーク
Ｒ住宅」の登録が推進される中、その登録推進先導業
者としての「ハトマークＲ住宅推進店」のお墨付きを取
得するための一般研修が、支部単位ごと計８支部の各
会場で行われ、さらに引き続いての、県本部での３回に
わたる特別研修が、11月25日をもってすべてが盛会のう
ちに終了しました。

６月13日の山口支部での研修を皮切りに、軽い試みと
して始めた研修にも関わらず、研修内容のレベルを引き
上げるにつれ、最終、予想を遥かに超える271団体325
名もの方にご参加いただき、参加者の『住宅の長期化
使用』に対する関心・意識の高さを実感いたしました。

このたび、ご承知のとおり６月25日に宅建業法の改正
法が公布されました。それにより、来年４月１日より宅
地建物取引主任者が『宅地建物取引士』へと改称され、
宅地・建物取引の専門家としての宅建士の役割が大き
くなり、品位と義務がよりいっそう厳格化されることで
しょう。

このように、宅建業界が変わりつつある中、この度の
一連の研修会を通じて、一人でも多くの主任者の方に、
“中古住宅流通の必要性”を感じていただくとともに、
会員自身の地位向上へとつながる良い機会が提供でき
たのではないかと感じております。

支部及び本部研修を終えて！
専務理事　境田　次治

支　部　名 開　催　日　時 会　　　　　　場
山 口 支 部 ６月13日（金）13：30〜16：10 セ ン ト コ ア 山 口 51社（ 60人）
下 関 支 部 ８月５日（火）13：30〜16：40 下 関 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ 55社（ 64人）
萩 　 支 部 ８月21日（木）13：00〜15：00 サ ン ラ イ フ 萩 23社（ 24人）
柳 井 支 部 ８月26日（火）14：30〜17：00 柳 井 市 文 化 福 祉 会 館 28社（ 31人）
岩 国 支 部 ８月27日（水）14：10〜16：10 岩 国 市 福 祉 会 館 43社（ 53人）
防 府 支 部 ９月18日（木）13：30〜15：30 カリヨン203ルージュホール 36社（ 42人）
宇 部 支 部 ９月19日（金）14：00〜16：00 宇 部 市 文 化 会 館 29社（ 34人）
周 南 支 部 ９月22日（月）10：00〜12：00 周南地域地場産業振興センター 46社（ 65人）

合　　　　　　　　　　　計 311社（373人）

10月24日（金）
下関支部　　48社（ 56人）
宇部支部　　30社（ 37人）
柳井支部　　21社（ 23人）

11月 4 日（火）
山口支部　　38社（ 41人）
防府支部　　34社（ 38人）
萩 支 部　　11社（ 12人）

11月25日（火）
岩国支部　　41社（ 53人）
周南支部　　48社（ 65人）

合　　　計 271社（325人）

支部研修（一般）実績

本部研修（特別）実績

西村法務委員長 境田専務理事
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平成26年度 新規免許業者研修会

後に西村法務委員長より、宅建業法に関する事項や業
務上の注意事項に関しての説明、並びに倫理の観点よ
り新しく策定した宅地建物取引業における人権に関す
る取組の指針についてご説明頂きました。
　研修は、会員にとって日常業務で必要不可欠な内容
という事もあり、出席者の皆様は熱心に受講され、2
時間の研修終了後には、当日の出席者17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かった会員の方は、次回は必ず受
講されますよう、お願い致します。

西村法務委員長塩田業務委員長池田総務委員長

プログラム

テーマ 講師 時間

1 組織について 総務委員長
池田　周太 13：40〜14：10

2 業務について 業務委員長
塩田　博志 14：20〜14：50

3 宅建業法・関連法令・
倫理について

法務委員長
西村　俊爾 15：00〜15：40

　平成26年11月 6 日（木）山口県不動産会館に於いて、
平成25年10月以降の新規免許業者を対象に、本年度の
新規免許業者研修会が開催されました。
　研修は、まず始めに池田総務委員長より、宅建協会
及び保証協会の組織に関する事項や、違反者に対する
違反調査事務処理規定を策定した旨、宅建主任者賠償
責任保証制度についてご説明頂きました。
続いて塩田業務委員長より、中古住宅
流通活性化の一策「ハトマークR住宅」
や、ハトマークサイトの使用方法として、
ローンシミュレーションや土地価格査定
システムについてご説明頂きました。最

平成26年11月 6日（木）　13：40〜15：40
山口県不動産会館　3F　研修ホール

第187回国会（臨時会 平成26年9月29日～平成26年11月21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

土砂災害警戒区域
等における土砂災
害防止対策の推進
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11月12日 平成26年11月19日 公布から2月以内

平成26年８月豪雨により広島市北部で発生した
土砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命及
び身体を保護するため、都道府県に対する基礎調
査の結果の公表の義務付け、都道府県知事に対す
る土砂災害警戒情報の市町村長への通知及び一般
への周知の義務付け、土砂災害警戒区域の指定が
あった場合の市町村地区防災計画への記載事項の
追加等の措置を講ずる。

空家等対策の推進
に関する特別措置
法

国土交通省 平成26年11月19日 平成26年11月27日

公布から3月以内。
(第9条第2項から第
5項まで､第14条及
び第16条は公布か
ら6月)

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、
景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ
していることから、地域住民の生命、身体、財産
を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、
あわせて空家等の活用を促進するため、国による
基本指針の策定、市町村による空家等対策計画の
作成等、空家に関する施策を総合的かつ計画的に
推進する。

不当景品類及び不
当表示防止法の一
部を改正する法律 消費者庁 平成26年11月19日 平成26年11月27日

公布から1年6月以
内。(附則第3条は公
布の日から)

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不
当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導
入するとともに、被害回復を促進する観点から返
金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。

犯罪による収益の
移転防止に関する
法律の一部を改正
する法律

警察庁 平成26年11月19日 平成26年11月27日
公布から2年以内。
(第3条及び附則第3
条は公布の日から)

特定事業者が行う疑わしい取引の届出に関する判
断方法の明確化、外国所在為替取引業者との契約
締結時の確認の厳格化、特定事業者が行う体制整
備等の努力義務拡充等の措置を講ずる。

医薬品、医療機器
等の品質、有効性
及び安全性の確保
等に関する法律の
一部を改正する法
律

厚生労働省 平成26年11月19日 平成26年11月27日 公布から20日
検査命令及び販売等停止命令の対象品目に、指定
薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い
物である疑いがある物品（危険ドラッグ）を加え
る等の措置を講ずる。

193号 7



宅建業法の一部改正に伴う法定講習内容の改定のご案内
　宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成27年 4 月 1 日から施行されることにより、宅地建物取引主任者の
名称が宅地建物取引士に変更となります。
【宅建業法改正の概要】
１．宅地建物取引士の定義（第 2 条第 4 号関係）

「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
なお、宅地建物取引主任者試験に合格した者は、宅地建物取引士試験に合格したものとみなされており、宅地

建物取引主任者証は宅地建物取引士証とみなされている。
２．宅地建物取引士の業務処理の原則（第15条関係）

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事する時は、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、
宅地建物取引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。

３．宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止（第15条の 2 関係）
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。

４．宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上（第15条の 3 関係）
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。

５．宅地建物取引業者による従業者の教育（第31条の 2 関係）
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、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努めなけ

ればならない。
６．免許等に係る欠格事由等の追加
　①（第 5 条第 1 項及び第66条第 1 項関係）

　宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、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する。

　②（第18条第 1 項及び第68条の 2 第 1 項関係）
　宅地建物取引士の登録にかかる欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加する。

　このことにより、平成27年 4 月 1 日以降に開催する講習会において、講習内容の充実を図ることから、従来の講
習科目に「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」が追加され、講習時間及び講習受講料が改定されることに
なります。
　このため、ご案内しております【宅建業法改正前の講習会：平成27年 2 月10日㈫】と【宅建業法改正後の講習
会：平成27年 4 月14日㈫】につきましては、下記のとおり講習科目、講習時間、講習受講料、交付される証が異な
ります。

講習内容の改定

改正前（2/10開催分） 改正後（4/14以降開催分）

講 習 内 容 － 「宅地建物取引士の使命と役割に関す
る事項」を追加

講 習 時 間 10：30〜16：30
（おおむね５時間）

10：30〜17：15（予定）
（おおむね６時間）

受 講 料 11,000円 12,000円

交 付 さ れ る 証 宅地建物取引主任者証 宅地建物取引士証

※宅地建物取引主任者証は、宅建業法一部改正（平成27年４月１日）以降も取引士証とみなされますので、そのままお使
いいただくことが可能です。なお希望者につきましては、平成27年４月１日以降に申請をしていただくことで、主任者
証を取引士証に切り替えることも可能です。ただし、山口県が条例により切替交付に係る手数料を定める場合は、手数
料を納付しなければなりません。
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注）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
納付しなければなりません。

○法定講習の充実
法定講習の内容が充実され、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
される見込です。

　⑵　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りません。

　　○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いけません。

　　○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
ればなりません。

宅地建物取引業法の改正について
　宅地建物取引業法の一部を改正する法律（以下「改
正法」という。）が平成26年６月25日に公布され、平
成27年４月１日から施行されます。
　また、宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建
物販売業法施行規則の一部を改正する省令が平成26年
10月１日に公布され、平成27年４月１日から施行され
ます。

１　改正のポイント
　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
り宅建業法及び宅建業法施行規則が改正されました。

２　改正の内容（主なもの）
　⑴　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ますが、希望者の申請に
より主任者証を取引士証に切り替えることが可能
となります。

県住宅課からのお知らせ

税 務 署 か ら の お 知 ら せ

※ 平成 26 年分の課税売上高が 1,000 万円以下であっても、平成 26 年分

の消費税の申告・納付が必要となります。

【ご注意ください！】帳簿及び請求書等の保存について
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実

を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存が必要になりま
す。 

平成 24 年分の課税売上高が 1,000 万円を超える場合は、

平成 26 年分の消費税の申告・納付が必要です。 

※ 特定期間…原則として、個人事業者は前年の１月１日から６月３０日までの期間です。

平成26年1月1日以後開始する課税期間については、基準期間の課税売上高が1,000
万円以下であっても、特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超える場合には、課税事業
者となります。 

なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額で判定することもできま
す。 

消費税の確定申告が必要な方 申告と納税は期限内に！
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下関 長州出島（下関港沖合人工島）見学会

　今回林眞一郎支部長の手配で市港湾局の立会を頂き、
10月 3 日長州出島見学会を開催しました。
　垢田の辻交差点から西へ走る道路の突き当たりに鉄
扉が設置されており、関係者以外長州出島への出入り
は禁止されています。海上の橋梁430m、道路610mを
通過すると其処は出島埋立地、多目的国際ターミナル
施設への入り口ゲートです。この島への接続幹線道路
は県道武久椋野線で、中国自動車道下関ICからJR幡
生下関地域鉄道部下関車両センター前の高架によって
JR線路を跨ぎ、それから先長州出島までは一直線で
繋がる。船積荷の全国へのトラック、JR貨物配送に
は事欠かないようにインフラストラクチャーが出来上
がっています。
　輸出入のためのヤード、CFS、検査場、燻蒸庫が完
備され、広場には中古車約1,500台が整列しアフリカ
あたりまでも輸出する段取りを目撃しました。
　長州出島の目前には六連島、遠目には北九州市若松
の風車が何基も設置され風情をなしています。響灘沖

合には藍島、さらに綾羅木、安岡方面に視線を移すと
話題の風力発電設置予定地の海岸が広がっています。
“回転風車が夕陽に照る風景はとてもいいだろう”な
んてロマンティックなことを言おうものなら昨今、月
夜のない夜道は歩けないことになるでしょう。
　政治連盟として会員に提供する初めての企画でした
が、58名もの方の参加を得て、港湾関係者から概要の
説明をいただきました。
　秋の強い日差しに汗が噴出しましたが、皆さん熱心
に聞き込んでいました。
　21世紀に相応しい国際交流拠点都市建設の一翼を担
う長州出島が、市の発展に寄与できる体制創りは市民
一体で智慧を出していかなくてはなりません。

　　文久三年四月七日
　法家の為に正義を起こさんことを要す
　雲となり雨となり天地を揺るがさんとす

晋作

下関支部　植野　善男
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柳井
平成26年度第２回支部研修会開催予定

開催日　　平成27年 1 月22日（木）　13：00〜17：00
場　所　　中国電力㈱柳井発電所　ふれあいホール
演　題　　不当要求防止責任者講習

　

柳井
平成26年度価格査定

　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。12名の方が参加されました。事例地477ポイン
トを、10月27日、11月27日の 2 回にわたり 1 ポイント
毎に 6 名の査定員が査定しました。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。

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。
　尚、価格査定は県のホームページ上よりできますの
で、是非多くの会員の皆様に有効に活用して頂きたい
と思います。

　

　　　　　　　　　　　【１回目】　　　　　　　　　　　　　　　　【２回目】

下関 洋上風力発電反対意見提出

　 9 月29日㈪17時に下関市長室にて、林眞一郎支部長
を先頭に上原、白川両副支部長、植野政治連盟支部幹
事長、西山総務委員長らの宅建協会支部代表役員が、
何度も支部理事会で協議を重ねた洋上風力発電反対意
見書を下関副市長坂本氏に手渡しました。
　下関特有の財産である美しい海岸線が損なわれ、地
元住民の健康を害するおそれのある低周波を発する風
力発電事業を賛成する訳にはいきません。不動産、住
宅業界としては、現在会員より寄せられた、当該事業
実施の可能性が原因とみられる、契約の解除、延期、
買い控え、そして本年８月に行われました川中〜安岡

〜吉見地区の当協会価格査定では、当該地区の下落兆
候は明白で実勢価格、地域資産価値の減少はもうすで
に大きな損失となっています。また他地区への人口流
出の恐れもあり、このまま万が一にでも当該事業が実
施されると、安岡漁業地区の魚が取れないどころの問
題ではなくなる等、反対の立場を貫かざるを得ない状
況となっています。
　国の推進する環境エネルギー事業ですので、地元住
民の生活や、財産、生命を脅かすことの無い様に、き
ちんとしたルール作りを行政にお願いしたい！

副支部長　上原　祥典

支部だより
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宇部

宇部

「ハトマークＲ住宅」研修会開催

平成26年度地価価格査定を実施する

　９月19日（金）午後２時より宇部市文化会館にて
「ハトマークＲ住宅」研修会を開催いたしました。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」で、住み替

　本部ホームページの「ハトマークサイト山口」を利
用した土地価格査定書が、各会員のパソコンで月15件
までは無料で作成できるシステムが今年度よりスター
トしました。査定の基準となる標準事例地の見直しも、
より精度の高いものが要求されます。標準事例地のポ
イントも716ポイントに増やして、多数の有志の方々

　

えローンの新商品のご提案
をいただきました。第２講
は、県本部 境田専務理事
による「一戸建て木造住宅

の検査等
について」の講演をいただきました。
参加された皆様も熱心に受講されて
おり、支部としても「ハトマークＲ
住宅」の必要性を強く感じた研修会
でした。

にご協力いただき無事終了いたしました。査定にご参
加いただいた皆様、大変ご苦労さまでした。お礼申し
上げます。査定書作成の利用方法は研修会を行います。
また事務局では常時ご質問（操作方法）をお受けいた
しております。事業の発展にご利用下さい。

宇部
新年のご挨拶

　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良い
年となりますことを心からお祈り
いたします。
　アベノミクスも順調に推移して

いるかにみられておりましたが、ここにきて消費税増
税を１年半先送りすることが決まりました。これによ
り消費者マインドがどのようになるのか気にかかると
ころです。
　私たち業界はと言いますと、大都市は土地も値上が
りし良いと言われておりますが、地方都市はまだまだ
というところではないかと思われます。また、国土交

通省主導のもと、従来の住宅政策を新築から既存の住
宅を検査、修理を行い長く使用する方向へと転換がは
かられました。協会もそれに対する備えとして講習会
を開き、修了者には「Ｒ住宅推進店」のステッカーを
配布し、中古住宅流通の活性化を図る方向です。以後
も諸々の講習会が開かれると思われますので、出席さ
れて技能を高めていただきたいと思っております。
　支部におきましても「ハトマークサイト山口」の登
録促進、価格査定システムの活用を進めるべく研修会
も実施してまいります。
　今まで以上の会員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。

支部長　松村　　誠
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山口

山口

不当要求防止責任者講習会開催

平成26年度山口支部忘年ゴルフコンペ開催

平成26年11月20日、山口市湯田温泉の「セントコア
山口」にて、３年に１度の定期講習会である「不当要
求防止責任者講習会」が開催されました。

講師に山口県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団
排除第一係長の中村光良様と（公社）山口県暴力追放運
動推進センター事務局次長の西
川修治様を向かえ会員の参加者
は77名、３時間に亘る講習会で
した。

西村支部長のご挨拶に続き、
講師のお二方に、昨今の反社会
勢力の状況、具体的な民事介入
暴力の実態及びその手口のご説
明の後、ＤＶＤにて更に具体例
を詳しくご説明頂きました。

　去る12月３日㈬、宇部72カントリークラブ万年池西
コースにて、平成26年忘年ゴルフコンペが、８組30名
の多数のご参加を頂き盛大に開催されました。今年の
忘年会ゴルフは、幹事の私の日頃の行いの悪さ（笑）
でしょうか、予報通りの冷たい雨にさらされて、み
なさんにとって当日のゴルフは辛いラウンドでした
（涙）
　さて、このコンペを制した優勝者は㈲ホーム不動
産の平連社長さんでした。その平連
社長さんには、高級フグ刺し、チリ
セットが贈呈されました。準優勝は
㈲フロンティアライフの大川内さん。
大川内さんには高級サーロインス
テーキ、牛タンセットが贈呈されま
した。３位は信和不動産㈱の山野社
長さん。山野社長には高級フグセッ

最後に中村様が反社会勢力の構成員役、対応する企
業の社員役にシノ不動産㈱の篠原社長、㈱モリモトの
森本社長、㈲ホーム不動産の中野社員の３名が扮し
ロールプレイングが行われました、中村様の迫力に圧
倒された場面もありましたが、何とか要求を退け終了

しました。
今回の講習会では、様々な内容

をご説明、ご指導頂き、非常に参
考となり正に有意義な講習会とな
りました。これからの業務におい
て、「三ない運動＋１」（１．暴
力団を利用しない。２．暴力団を
恐れない。３．暴力団に金を出さ
ない。４．暴力団と交際しない）
を徹底して臨みたいと思います。

トが贈呈されました。他にも、今回は第７位に高級カ
ニセット、12位（当月賞）、松坂牛サーロインセット
など素敵な賞品を取り揃えました。賞品準備は大変で
したが参加者皆さん、ご家族の皆さんも喜ばれる賞品
が提供出来ました事で幹事としてはうれしく思います。

コンペ結果　　　　　　　　グロス　　　 　ＮＥＴ
優　勝　　平連　嗣騎　　　　７８　　　　７３．２
準優勝　　大川内拓生　　　　９５　　　　７３．４
３　位　　山野　宏治　　　１０１　　　　７３．４

法務委員長　平連　嗣騎

ゴルフ幹事　右田　善弘

山口
新入会員のご紹介　

（株）スクエア山口大内店
支店代表者　深田　　亮
〒753-0222
山口市大内矢田南7丁目3－8
TEL 083-927-4000
FAX 083-927-4488

（株）ロール
代表取締役　大下　憲彰
〒754-0891
山口市陶1265－１
TEL/FAX 083-986-2201

　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株式
会社スクエアと申します。

　入会にあたりまして、会員皆様のご
協力を賜りました事、あらためて御礼
申し上げます。
　弊社は、11月1日より山口市大内
にて、アパマンショップ山口大内店と
して、山口市の賃貸物件の仲介業務を
中心として営業を開始いたしました。
　今後は、宅建協会山口支部の発展に
貢献できるよう、微力ながら努めてい
く所存ですので、会員皆様のご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

　この度入会させて頂きました株式会
社ロールの大下と申します。
　不動産の仕事はまったくはじめてで
勉強しながらとなると思いますが、良
い仕事を通じて地域に貢献できるよう
精進したいと存じます。
　会員の皆様方からのご指導の程よろ
しくお願い申し上げます。

㈲ホーム不動産
平連社長

支部だより
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周南

周南

第２回周南支部研修会

忘年会紀

平成26年 9 月22日　地場産業センターにて、第 2 回
周南支部研修会を実施しました。71名の参加者でした。
第1部は、ハトマークＲ住宅を推進する上で、大変重要
かつ利便性の高い新型ローンの説明を、西京銀行様よ
りいただきました。

このローンは、五郎丸会長が中心となり、西京銀行
様との取組により、新しく開発されたローンです。自
宅を買換する場合に、売却を前提とした現住居に新し
く借換ローンを組んで、1 年間の元金返済据え置きが
できるという、今までにない利便性の高いものとなっ

徳山駅周辺ではクリスマスのイルミネーションが
飾られ、早くも年の瀬の慌しさを感じ始めた12月 3 日、
宅建協会周南支部の忘年会がザ・グラマシーにて開催
されました。藤井律子、友広巌両県会議員からご祝辞
を頂き、池田支部長の挨拶の後、木本商事社長のご発
声による乾杯で賑々しいパーテイが始まりました。今
年の抽選会では、1
等賞が三和土地建物
㈱の佐々木さんに当
り、恒例のじゃんけ
んトーナメントでは
㈱カチタス周南店の
難波さんが優勝され、
この賞金の中から共
楽園に寄付がなされ
ます。

ています。
一般的に買換えをする場合、先に自宅を売却するか、

売却物件と購入物件を同時決済する等、既存の住宅の
抵当をいかに末梢するかが問題でしたが、このローン
の活用により、スムーズな買換えが出来ます。利用に
あたっては、売却物件が、ハトマークＲ住宅のシング
ルＡ以上の取得が必要です。

第 2 部は、県本部より境田専務にお越し頂き、Ｒ住
宅の研修を行いました。皆様熱心に筆をとっておられ
ました。

アンデパンダンに続き、多少なりとも社会貢献の一
翼を担うことになれば、との想いで毎年続けてきてい
る行事です。

今年は80名様のご参加を頂きましたが来年はもっと
沢山の方に集まって頂き、より盛大に業者間の親睦を
計れたらと願う次第でございます。　　　　　かしこ

業務委員長　島津　和典

総務部会　吉木　葉子
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周南

宅建芸術祭　不動産フェア（アンデパンダンⅦ）
観て参加して　つなげよう文化　芸術の輪

　平成26年11月20日〜22日に周南市文化会館において、
第７回宅建芸術祭アンデパンダンⅦを開催した。来場
者は、初日から最終日の閉会ぎりぎりまで絶えること
もなく続き、受付を担当した支部のメンバーの皆様は、
担当時間中は、ゆっくり椅子に座ることも出来ない程
でした。総来場者数は延べ895名となりました。今回
参加いただいた先生方は11名、その生徒さんの自慢の
作品も含めて、数えきれない程の作品が展示され、会
場が埋まりました。作品は、どの作品も素晴らしい出
来栄えで、どれほどの技量と時間がかかっているのか
と、その製作過程に思いをはせる程でした。
　当然、来場者の方の会場での滞在時間も長く、喫茶
コーナーでは、様々な方々の交流の和がなごやかに盛
り上がっていました。70才を過ぎている先生方も多い
中、丸３日間、ずっと来客に対応されていて、さぞお
疲れにだと思いきや、まったくその微塵も感じられず、
やはり趣味を持つ方々の出会いというのは、共通の話
題で、生き生きと出来るものだと、つくづく感じる三

日間でした。
　今回はＫＲＹとＴＹＳが初日に取材に訪れ、当日夕
方及び翌朝にその模様が放送され、また内容も宅建協
会が、地域に貢献する催しの一部だという紹介をして
頂き、宅建協会の活動を広く知って頂く意味でも大変
良かったと思います。放送を見て初めて来られた方も、
こんなに素晴らしい展示会があるとは知らなかった、
又来年も来たいとおっしゃる方もおられ、私たちも嬉
しい思いをしました。
　最終日は、出展の先生方と、障害者の方がつくるお
菓子の販売をお手伝いいただいたセルプ周陽の方、準
備から後始末までお手伝いいただいた協会のメンバー
の方々の参加多数で、打ち上げの会を行い、足かけ４
日間の労をねぎらうと共に、展示会の感動をわかつこ
とが出来、大変盛り上がった打ち上げになりました。
この様な会が継続できる事は、周南支部の財産だと思
います。

業務委員長　島津　和典

支部だより
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明けましておめでとうございます。
　会員の皆様方におかれましては、
ご家族の皆様とともに健やかな新
年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
　さて、昨年はアベノミクスの金

融政策および財政政策により、日経平均株価も順調に
推移し明るい兆しが見えた一方、4月に消費税増税が
行われ、不動産取引においても買い控えが起こり、一
気に地方経済活性の景気回復を実感できる状況には
至っていません。
　また、年末には衆議院選挙が行われ自公の圧勝とな
り、国民も再び行われる消費税増税の先送りとアベノ
ミクスの三本目の矢である成長戦略をより推進するこ
とを望みました。

　不動産業界においては、フロー型からストック型へ
と不動産流通のあり方を変換させる政策が進められ、
大きな転換期を迎えた年でもありました。
　今後の不動産業はソフト面もハード面においても安
心・安全が求められる時代になることが予見されます。
防府支部としては今まで以上に会員皆様に情報提供し、
事業継続性の確保、県協会、各支部との連携を踏まえ
て短期・中期・長期的な考え方について具体的な検討
を行い、各事業についても精査し会員皆様の団結と英
知を集め、防府支部のこれからの展望を検討しなけれ
ばならないと考えています。
　会員皆様には、今後ともより一層のご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
本年も皆様のますますのご活躍とご健勝を心からお祈
り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

防府支部長　中川　信広防府

防府

新年のご挨拶

新入会員のご紹介

株式会社サンタキ
瀧本　泰男
〒747−0034
防府市天神一丁目3−1　3F
TEL　0835−38−5118
FAX　0835−38−5118

青正不動産
青木　清克
〒747−0835
防府市大字西浦2096−1
TEL　0835−29−0162
FAX　0835−29−0319

まちかど不動産株式会社
渡壁　一邦
〒747−0053
防府市開出本町14−13　2F
TEL　0835−28−8461
FAX　0835−28−8471

　この度、防府支部に入会させていただきました株式
会社サンタキと申します。
　弊社は、防府市を拠点に元気な防府になるよう貢献
出来ればと思っております。
　会員の皆様のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申
し上げます。

　この度、防府支部に入会させていただきました青正
不動産と申します。
　防府市西浦を拠点に活動させていただきます。地域
発展の為お手伝いができればと思っています。
　会員の皆様の、ご指導・ご鞭撻を賜りながら、展開
していきたいと思います。
　宜しくお願い申し上げます。

　この度、防府支部に入会させていただきました、
まちかど不動産（株）と申します。
　皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、地域密着で
地道に事業展開していきたいと考えています。
　何卒宜しくお願い申し上げます。

株式会社エストラスト
オーヴィジョン販売センター
原田　直樹
〒747−0801
防府市駅南町1−22　オーヴィジョン
防府駅南セントラルスクエア1階
TEL　0835−28−7458
FAX　0835−28−7468

　この度、防府支部に入会させていただきました株式
会社エストラストと申します。
防府エリアにおいて事業強化を図っていきたいと考え
ており、新たに販売拠点を設けることとなりました。
　会員の皆様方にご指導・ご鞭撻を賜りながら、とも
に発展できればと考えております。
　何卒よろしくお願い申し上げます。
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　今年の干支は「ひつじ」ということで、未年生まれ
の人が年男となります。
　「ひつじ」年の人の性格は、穏やかで、人情に厚い
一方芯が強く、頑張り屋などと言われておりますが、
今回で６回目の年男となる自分は、これらにまったく
当てはまっておらず、規格外の年男もいるものだと自
分で納得しております。
　昭和58年に不動産業を開業して32年が経過しました
が、この間の年月はまたたく間に過ぎ、今まさに「光

陰矢のごとし」の思いと共に「少年老い易く…」の方
を切実に感じております。
　いまさらながら、“時間を大切に使う”ことの大事
さを痛感しております。
　一昨年６月に宅建免許の更新を受けておりますので、
残りの期間改めて初心に帰り、業務に励むことを決心
した次第です。引き続きまして何卒宜しくお願い申し
上げます。

大和不動産　岡田　耕一防府
未年生まれの今年の抱負

岩国

岩国

　

釣り場放浪記「難敵ウマヅラ攻略への道」

平成26年11月25日　ハトマークＲ住宅の研修会が当
会館で行われた。

主にホームインスペクション・現況検査についての
講習であったが、高度な内容についていくのがやっと
だった。私ごとであるが、つい３ヶ月前、瑕疵担保責
任保険協会主催の『既存住宅現況検査技術者』を取得
したばかりで、簡易的な試験とはいえ一応インスペク

　10月 8 日 6 時半、今回は 8 人の釣り同好会メンバー
が新港を出港し平郡島沖に向かいました。遊漁船は毎
度おなじみ、さくもと釣具店の「ゆきかぜ」です。狙
う魚種はウマヅラハギです。当初 8 月 6 日に予定して
いた釣行は未曽有の大雨により延期となり、次の 9 月
24日はというとこれもまた台風の影響で延期となり、
ようやく今回の釣行にたどり着きました。
　8 時到着、待ちに待った釣り開始（狙いの水探は20
ｍ前後）です。がしかし、当目はウマヅラハギの活性
が低く、大変渋い状況でし
た。それでも各々難敵ウマ
ヅラハギを爆釣したいとの
切なる思いで、工夫を凝ら
し頑張りました。
　終わってみれば、この渋
い状況の中でも坂井さんは
13匹釣り上げ、竿頭を獲得
されました。（毎回ウマヅ

ション・現況検査に関しては勉強したてほやほやだっ
た。復習のつもりで臨んだ講習会にも関わらず、理解
するのにも悪戦苦闘で『もっと勉強が必要だな』と痛
感した。

それと、余談であるが、約２時間の講義をノンストッ
プでやり遂げられた講師の境田専務理事殿のバイタリ
ティに感心した。分かりやすくご講義頂き感謝です。

ラ釣りの釣果が安定していますね。筆者の私なんぞは
ダブルスコア以上の差をつけられてしまいました。…
撃沈）皆そこそこの数は釣り上げ、ボウズの人はいな
かったのでよかったと思います。
　当日はウマヅラ狙いだったのですが、なぜか途中で
ハマチを釣った人がいます。でもこれは、釣りのあと
の小宴会ではとても嬉しい外道ではあります。釣り上
げた田中さん、美味しい肴を有難うございました。

岩国支部　竹之内

岩国支部　森本

支部だより
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　一棟売賃貸マンションの買主が、一室で自殺が
あった事実を説明しなかったとして、売主には、債
務不履行あるいは瑕疵担保責任に基づき、媒介業
者には、債務不履行あるいは不法行為に基づき、損
害賠償請求を求めた事案において、売主らは決済ま
でに自殺の存在を知っていたとは認められず、また、
知らなかったことが調査義務の懈怠によるとも認め
られないとして瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
以外は棄却された事例（東京地裁 平成25年７月３
日判決 控訴棄却 ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要
　売主宅建業者Ｙ１（被告）は、賃貸マンション一
棟（以下「本件物件」という。）の売却を、仲介業
者Ｙ２（被告）（以下、Ｙ１、Ｙ２をまとめ「Ｙ１
ら」という。）に委任し、平成22年３月には売却活
動を行っていた。
　同年４月23日、本件物件308号室を訪問した連帯
保証人から「ドアチェーンがかかっており、居住者
に架電しても応答しない」との連絡をうけた不動産
管理会社（以下「Ａ」という。）の担当Ｋは、連帯
保証人に警察へ連絡するよう伝えた上、Ｙ１に連絡
した。Ｙ１は、Ｋに自殺か尋ねたところ、Ｋは確認
し連絡する旨返答した。
　同年４月26日、Ｋは、Ｙ１に、警察に問い合わせ
た結果、居住者が居室内で死亡していた旨、居住者
の死因は事件性のない自然死である旨を報告した。
　同年５月13日、Ｋは308号室の明渡しに立ち会っ
たが、自殺をうかがわせるところはなく、連帯保証
人からも自殺をうかがわせる話はなかった。原状回
復工事でも特殊清掃等の通常と異なる作業や工事は
行われなかった。
　なお、内装業者手配の際、Ｙ１も室内に立ち入っ
たが、異常な点はみられず、同年６月上旬に行われ
た敷金等精算も自殺による損害賠償等を考慮しない
内容であった。

　同年９月頃、仲介業者ｄから本件物件の情報提
供を受けた買主Ｘ（原告）は、買付証明書を提出
し、３億9,000万円でＹ１と合意した。代金合意を受
け、Ｙ２は、ｄに情報を開示し、308号室の居住者の
死亡に関しては、Ｙ１及びＫから、Ｋが警察に確認
したので問題ない、自殺ではないとの回答を得てお
り、居住者の死亡は自然死であると伝えた。
　同年10月15日、Ｘ、Ｙ１、Ｙ２、ｄの担当Ｈ等が
出席し、本件物件の売買契約が締結された。その際、
Ｘは、308号室の居住者の死亡に関し質問をし、Ｙ
１はＫが調べており、自殺ではなく問題ないと回答
した。
　同年10月26日夜、Ｘはインターネット上で「本件
物件の３階居住者の死亡に関し自殺ではないか？」
という疑問形での書込みを発見し、同月27日、Ｈに
同書込みの真偽を確認するよう指示した。
　Ｈは、翌28日、Ｋに電話を架け本件書込みの内容
を伝えた上で、同書込みの内容が事実か否か尋ねた
ところ、Ｋは本件書込みの内容は事実ではなく、居
住者の死因は事件性のない自然死である旨回答した。
　同年10月29日、本件物件の決済が行われた。
　同年11月12日、Ｘは、知人から、居住者の死亡が
自殺ではないことの明確な断定が必要であると言わ
れたため、同年11月18日、Ｋの支店長に、居住者の
死因を警察署に確認するよう要請した。支店長から
は、翌19日、死因は自殺であるとの回答を得たと連
絡が入り、そこで、Ｘは、同日、308号室について賃
借人の募集を停止した。
　Ｘは、平成23年１月12日・13日にＹ１らに対し、
自殺について説明がなかったとして損害賠償を求め
た。

２　判決の要旨
　裁判所は、次のように判示してＸの請求のうち、
瑕疵担保責任以外の損害賠償請求を棄却した。
　Ｙ１らは宅建業者であり、宅建業法35条の調査説

 最近の判例から 　−自殺事故の説明義務−

一棟売り賃貸マンションの自殺事故を説明しなかったとして
売主等に対して行った損害賠償請求が棄却された事例

　　　　　（東京地判　平25・ 7 ・ 3  ウエストロー・ジャパン） 室岡　　彰
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明義務は、契約に基づく義務ではないから、当該義
務の懈怠が契約関係のないＸとの間に債務不履行
責任を生じさせることはない。よって、Ｙ２に関し、
不法行為による損害賠償請求の有無のみ検討するこ
ととなる。また、Ｙ１が売主として負う説明義務は、
宅建業者としての調査説明義務に包摂されるものと
解され、Ｙ１も同義務の懈怠について検討すれば足
りる。
　Ｙ１、Ｙ２とも認定事実から、契約締結時までに、
また、決済時までに居住者の死因が自殺であると認
識していたとは認められない。
　Ｘは、Ｙ１らが自殺であると知らなかったとして
も調査義務を懈怠し、自ら警察や居住者の遺族に対
する確認をしなかったことから、損害賠償責任を免
れないと主張する。
　賃貸借契約終了並びに新規賃借人募集の業務を
行うＡにとって、居住者の死因が自殺か否かは重要
な意味を持つ事項であり、Ｙ１は、そのＡの担当Ｋ
等から、居住者の死因が自殺ではないとの趣旨の報
告を数度に亘り受けており、他方、代金決済までに、
Ｙ１らが自殺の存在を疑うべき事情としてネット書
込みがあったが、同書込みは疑問形で問いかけてい
るに留まり、自殺について新聞等による報道がされ
た事実や、近隣で噂になっていた等の事情を認める
に足りる証拠はない。
　また、居住者の死因は自殺ではないとのＹ１らの
説明に対し、Ｘが更に調査を求めたとの事情も存在

せず、Ｙ１らには、独自に直接、警察や居住者の親
族に死因を確認するまでの調査義務があったとは認
めることができず、ＸのＹ１らに対する調査説明義
務違反を理由とする損害賠償請求はいずれも理由が
ない。
　もっとも、自殺が心理的欠陥に当たることは、
Ｘ・Ｙ１間で争いがなく、Ｙ１は、瑕疵担保責任に
よる損害賠償義務として600万円の支払義務を負う。

３　ま　と　め
　本件は、死因の確認は収益マンションの募集・退
去業務を行う管理会社にとって重要な意味をもち、
媒介業者はその管理会社に確認したことから、独自
に警察署に死因の確認しなくとも調査説明義務の懈
怠にあたらないとされた。警察署による「事件性の
ない自然死」と言う回答は自殺を含むか否か判断で
きないところ、再度「事件性」の定義を警察署に確
認をしておくべき事案とも言え、媒介業者として調
査時のヒアリングの仕方の重要性を認識させる事案
ともいえる。
　なお、警察署は、死因を第三者に開示しないケー
スもあり、この場合の記載内容にも留意が必要であ
る。また、病院で死亡した場合でも瑕疵担保責任を
問われた事例（東京地裁 H21. 6. 26判決 RETO 80－
6）もあるので参考とされたい。

　　　　　（調査研究部調査役）
※機関紙「RETIO」より引用
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中 募 店 理 代 険 保 合 総 財 家 !! 

山口県宅建協会業務提携 少額短期保険会社 

アソシアは賃貸住宅の暮らしに安心をお届けします 

♦県下代理店１４０社！スピーディなサポート体制をご用意！ 

(株)アソシアに関するお問合せ、資料のご請求は業務委託会社の「コープサービス(株)」まで 

〒753-0214 山口市大内御堀向原4003 
TEL:083-941-2031（担当：加藤） 

 代 理 店 手 数 料   

30％～40％ 
※手数料は、年間取扱保険料により異なります。  

そ の 他 取 扱 商 品  

テナント総合保険：入居するテナントが抱えるリスクを包括的に補償する保険です。 
家賃補償保険：大家様が抱える孤独死等のリスクを補償する保険です。 

年間ノルマはございません！まずはお気軽にお問合せください。 

火災･風災･水災･盗難以外の補償内容も充実！  

不測かつ突発的な事故による 

①窓ガラスの破損・熱割れ  を補償します。 
 

 事故例1）冬の寒い日に、温度差によって網入りガラスが熱割れしてしまった。 
 事故例2）模様替えをしていたら、うっかり窓ガラスが割れてしまった。 

 ※1事故につき…上限10万円（免責金額：0円） 

不測かつ突発的な事故による 

②洗面台・便器の破損  を補償します。 
 

 事故例1）誤って化粧水の瓶を落とし、洗面ボウルが割れてしまった。 
 事故例2）掃除をしていたら、掃除機が便器にぶつかって便器が 割れてしまった。 

 ※1事故につき…上限30万円（免責金額：1万円） 

新家財総合保険「わが家の保険」特徴 

日常生活（通勤・通学・ショッピングなど）における 

③自転車による対人・対物事故  を補償します。 
 

 ※1事故につき1,000万円まで補償（故意の事故、同居親族に対する事故は対象外） 

 家財保険加入者無料サービス  

カギ、水回り、ガラスのトラブルに 

30分程度の応急処置を無料で対応！！ 
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

8㈬

14㈫
15㈬
19㈰

20㈪
24㈮

6㈭
13㈭

14㈮

17㈪

18㈫
21㈮
25㈫

26㈬

27㈭

28㈮

於山口　中川

於会館　平連
於会館　出席者74名
於防府、山口　

出席者84名　
於高知　五郎丸、友弘
於山口　藤村
　　
　　
於会館　出席者17名
於会館　出席者11名
於会館　出席者11名
於沖縄　五郎丸

於広島　五郎丸
於会館　出席者 8名
於会館　出席者10名
於会館　出席者22名
於東京　五郎丸
於東京　五郎丸
於東京　上原
於東京　五郎丸、塩田、
　　　　大林
於福岡　五郎丸、塩田

於岡山　五郎丸

於岡山　出席者 5名

於山口　平連

平成26年10月分　行動経過

平成26年11月分　行動経過

平成26年度第１回住宅リフォ
ーム推進委員会
第４回宅建主任者法定講習会
宅建試験監督員説明会
平成26年度宅建試験

全宅連中国・四国地区連絡会
法テラス山口地方協議会

平成26年度新規免許業者研修会
第４回総務委員会
第４回業務委員会
沖縄県宅建協会創立50周年記
念式典

西日本不動産流通機構理事会
平成26年度中間監査
第４回法務委員会
全宅管理会員研修会
全宅保証理事会
全宅連理事会
全宅管理理事会
47都道府県協会流通担当者会議

西日本不動産流通機構企画シ
ステム委員会
全宅連中国・四国地区連絡会
会長会議
全宅連中国・四国地区連絡会
研修会
山口地域留学生交流推進会議

宅建ブログ「教学相長」
……成長

（きょうがくあいちょうず　より転載）

五郎丸 孝士

教 学

相 長

　『今の幸せ 不幸せ 過去の選択 その結果』と言う言葉がある。
　これは福岡の詩人。“山本よしき”さんの詩の一節である。人間
は毎日、評価・選択の繰り返しの中で生きている。その選択基準
は人それぞれが持っているのだが…その基準の大きさ（深さ）で人
の成長が計れる。見事な評価・選択が出来る人は教養のある人
だ！と私は思う。
　教養＝知識十人格　だと自分は解釈している。知識は、本を読
むか・経験するか・人に教えてもらうことで得ることが出来るが、い
くらすばらしい知識をもっていても、その使い方を誤るととんでも
ないことに成りかねない。人格（人柄・品性）は、色 な々人とのす
れ会いの中で形成されていく。『人の磨き粉は人だ』と言われる所
以（ゆえん）である。
　共稼ぎの夫婦がうまくいっているケースが多いのは、共に世間と
の係わりの中で成長しているからで、仕事はもとより子ども会・町
内会等のボランティア活動もしないでひたすら子供と一緒にいる
主婦は、10年・15年と月日を重ねる中で夫の成長に付いて行けな
くなるケースがある。「最近、夫と馬が合わなくなった。」「世の中

の見方も夫とは違いが出てきた。」等 、々少しずつずれていく…やがて子供が成長し巣立っていった後は心の中に
穴が開き、生きがいをどこに持っていったらいいのか解らなくなる。
　今は亡き妻が晩年、「仕事を持っておけば良かった…」と言っていたことを思い出す。私は共稼ぎなど夢にも思
わず、妻は家事に専業させることが男の甲斐性と思っていたこともあって…これは間違いであったのかな…？と考
えるこの頃である。

⑹ 2 3 9 5
⑴ 3 4 6 9
⑴ 3 4 7 2
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岩国支部　竹之内早苗

50 　岩国支部
　岩国支部　山本　宣彦

　岩国支部　田中　孝敏

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
年の始めに、あらゆる方面で期待を抱きながら、昨年を振り返って

みる。 
2014年２月早々、大寒波により都心など45年ぶり27センチの記録

的な積雪から始まり、８月には広島で豪雨による土砂災害、９月には御
嶽山の噴火と自然災害の猛威に苛まれた年だった。特に８月６日（関係
ないが私の誕生日）に、私の地元・岩国も記録的な豪雨で一部の地域が
冠水した。真夏の誕生日に雨が降った記憶がなかったので、驚愕しまし
た。また、エボラ出血熱のウイルス感染病が一部の国で流行・多くの死
者を出し、世界中が混乱した。映画の観過ぎかも知れないが、世の末の
兆しの様にも思えた。
経済においては、アベノミクスの影響で景気回復基調の予測に反し、

国内総生産もまさかのマイナス成長、消費税も2017年４月へと先送り
になった。珍事として印象に残ったのは、「STAP細胞あります!」と、

元兵庫県議の号泣釈明会見であった。身近な話題としては『アナ雪』旋
風で、大人から子供まで誰もが「ありのまま」「レリゴー」を口ずさんだ。
例年ではあるが、混沌とした一年であった。
その様な中、明るいニュースも多かった。高効率青色LEDの発明に

よりノーベル賞受賞を筆頭に、スポーツ界ではソチオリンピック金メダ
ルに輝いた羽生結弦選手、全米オープン男子シングルス戦準優勝の錦
織圭選手など、若手の快進撃が目立った。特に錦織の快挙は日本テニス
会の新たな 1ページの始まりではないだろうか。
今年は、山口県ご当地においても、１月から大河ドラマ『花燃ゆ』

（吉田松陰の妹役で井上真央主演）がスタートし、７月には４年に１度
開催されるボーイスカウトの『世界スカウトジャンボリー』も阿知須に
て開催の予定である。特に大河ドラマは全国的に根強いファンも多いゆ
え、観光客増加で、山口県内の経済効果も期待できるのではないだろう
か。何はともあれ、今年も明るいニュースが一つでも多く出る事を祈願
して、新しい一年を大切に愛しみながら過ごしてゆきたいと思う。

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

　毎年錦川水の祭典花火大会を見に行って
います。今年は珍しく８月2日（土曜日）
が大雨になり、８月30日（土曜日）に延
期されて開催されました。1ヶ月もたつと、
とても涼しく、寒いくらいでした。会場に
は露天商もたくさん出てにぎやかに、約
6,000発の花火が夜空を彩りました。岩
国の花火大会は、川辺で飛ばし、その横に
すぐ山があるので、爆発音が反響して、お
なかにしみるほどの迫力があります。今年
の花火大会のオープニングでは、岩国市、
広島市の集中豪雨による土砂災害の犠牲者
への追悼の想いを込めた「追悼花火」をあ
げ、鎮魂と祈りをささげました。昨年は
12万人の人出でしたが今年もたくさんの
方が見に来られていました。

　今年は、５月５日に、米軍岩国基地が一般開放さ
れる、「日米親善デー」が開かれました。
昨年は中止されましたので、２年ぶりになります。
　今回は残念ながら、航空ショ―が中止となりまし
たが、新型輸送機オスプレイなど、いろんな航空機
が展示され、航空ファンがたくさん撮影等していま
した。
　ピザやステーキの出店があり、とても人気でした。
　来場者は、約５万人（基地発表）で、例年よりは
少なめでした。
　交通渋滞が大変ですが、来年は航空ショ―も復活
して、たくさんの方に遊びに来てもらいたいと思い
ます。

錦川水の祭典花火大会

日 米 親 善 デ ー


