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岩国支部　田 中 孝 敏岩国の名所　岩国城・錦帯橋
岩国城について　岩国城は、初代藩主吉川広家によって、1608年
に作られた山城で、眼下を流れる錦川を天然の外堀にし、標高約200
メートルの城山山頂に位置していた。
桃山南蛮造りの天守閣内に、錦帯橋の精密模型、写真、武具や甲冑など
が展示してあり、企画展を行うこともある。
天守閣は展望台になっていて、市内の眺望を楽しむことができる。
天守閣からは吉香公園、城下町、錦帯橋から市内一面、岩国基地、瀬戸
内海の島々や四国までが一望できる。
築城当時の岩国城の規模は、城山の尾根沿いに長さ180メートル、横に
108～54メートル、石垣の高さ5．4メートル、天守閣は桃山風の南蛮
造りと云われ、三層四階で本丸の北隅にそびえていた。この外に矢倉5
棟、折り回し大門2門、埋門1門、井戸2堀があった。
横山側の前方を大手とし、御庄後方を摘手として錦川を隔てて北方に安芸境をにらんでいた。
元和元年（1615）6月、徳川幕府の一国一城の制により取り壊しにあった。昭和36年3月、天守閣跡より市内を
眺望できる東側へ約30メートル位置を変えて、復元工事に着手、昭和37年に竣工した。
旧天守閣跡の石垣は、当時の石積み技術のままに修復され、見学することができる。
岩国城ロープウエーは、吉香公園前の山麓駅から、標高約200メートルの城山の尾根の山頂駅まで、約3分で結ぶ。
移動中は定員30名のゴンドラ内で、音声ガイドで簡単に岩国の歴史を紹介する。
山頂駅前の広場の中央には、時を告げるときだけ中の人形が動く「からくり時計」の塔があります。また子供たち
の遊具、屋根付の休憩所や展望台などもあり、ロープウエー乗車時間まで楽しんで過ごすことができます。
 
錦帯橋について　国指定名所。日本を代表する木造橋。
1673年、岩国藩主の吉川広嘉が現在の橋の原型となる木造橋を架けましたが、残念ながらすぐに流失しました。
しかし改良を加えて翌年再建された橋は、1950年9月にキジア台風による洪水で流失するまでの276年間威容を
保ちました。流失後、市民の強い要望により、1953年に再度、木の橋
として再建されました。
平成13年（2002）からは、劣化した木造部分を架け替える「平成の
架け替え事業」も行い、2004年3月さらに檜の装いを新たに完成しま
した。
木造部分の架け替えは、旧錦帯橋でも江戸時代からほぼ橋大工の代替り
で行われていた定期的な伝統事業です。
橋の長さは、橋面にそって210メートル、直線で193.3メートル、幅
は5メートル、橋台の高さは6.6メートル。
巻きガネとカスガイを使った「木組みの技法」で造られています。
反り橋の構造は精巧かつ独創的で、現代の橋梁工学からみても非のうち
どころがないと言われています。
春は桜、夏は花火の夜景、秋は城山の自然林の紅葉、冬は雪化粧と「錦」の名の通り、四季おりおりの色彩豊かな
景観が楽しめます。

URL：http://www.ymg-takken.or.jp
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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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村岡知事を訪問して
副会長　森 口 敏 充

　新年のスタートにあたり、山口県知事の村岡嗣政氏を訪問
致しました。
　１月13日㈫午前９時30分、五郎丸会長、上原副会長、境田
専務、そして私の４人が県庁一階ロビーにて合流し、土木建
築部住宅課 繁永課長の案内で、10時に村岡知事と会談する
ことができました。
　それぞれ自己紹介の後、五郎丸会長より、今年の山口県の
政策方針と諸行事について知事に質問をされました。
　それに対する村岡知事の返答をまとめますと、以下のよう
なものになりました。

・１月から放送されるNHKの大何ドラマ『花燃ゆ』で、
萩は勿論のこと、山口県を全国にアピールしていきたい
と思っている

・７～８月には、世界162ヶ国から、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』の開催等、
大きな行事が予定されており、このような機会を通じて、山口県のすばらしさを、国内外に発信する
絶好の機会として、全力で取り組んでいきたい

・人口減少と少子高齢化の対策を、市町・企業・県民と力を合わせて、総力を挙げて取り組む必要があ
る

　このような回答をされる中で若さ溢れる村岡知事の固い決意を感じるに至り、とても感動致しました。
　次に、五郎丸会長より、宅地建物取引主任者の名称が本年４月１日より宅地建物取引士になることにふ
れ、今まで以上に大きな責任感と、会員一人ひとりの知識及び能力の維持向上に努めなければならないこ
との重要性を深く感じていると伝えました。その上で、今深刻化している空家対策について、本会が昨年
度より力を入れているハトマークR住宅等の研修及び今後の取り組みについてお話し申し上げ、我々の専
門的知識を、県と連携することにより、地域の発展に対して協力していき、地域に信頼と安心のネット
ワークを発信したいとの思いを伝えました。
　村岡知事からも、少子高齢化が進む現状をどうにかするための対策の一つとして、空家問題に力を入れ
ていきたいと言われ、宅建協会のお力を頂きたいと、強く望んでおられました。
　また、１月９日に開催された『コンパクトなまちづくりシンポジウム』（山口県主催）の内容がとても
勉強になりましたと伝えると、村岡知事からも、山口県としても全力で取り組む必要があると語られ、新
たな県づくりの推進として、県民の皆様の日々の暮らしの「安心・安全」を守ることが最も基本になると
考え、自然災害対策、医療、福祉、介護等の充実に取り組みたいとも言われました。
　加えて、空家問題は山口県にとっても大変深刻な問題と受け止めておられ、今後、各市町と連携を取り
ながら対策を検討し、問題の解決に取り組みたいとの思いを語られました。
　終わりに、今後の宅建協会のさらなる発展と、県政に対する一段の協力をお願いしたいとのお言葉を頂
き、約40分間の会談を終えました。最後に、村岡知事を中心に、記念写真をパチリ！！
　村岡知事におかれましては、「大変貴重な時間を割いて頂きまして、誠にありがとうございました。」、
という思いを胸に、知事室をあとにしました。
　その後、土木建築部の北㟢部長にも挨拶に伺いました。また、繁永住宅課長には大変お世話になりまし
た。
　帰り際、庁舎内の喫茶店でコーヒーを頂きながら、今
年一年間の活動に、団結して邁進しようと４人で決意し、
県庁をあとにしました。
　私にとって、山口県庁を訪問するのは初めてであり、
少し緊張した一日となりましたが、今年度の本会の事業
として、「空家対策」が大きな柱となることを実感致し
ました。
　今年一年、会員の皆様の更なるご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、村岡知事訪問の報告とさせて頂きます。
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撮影者：専務理事　境田次治



この度、宅建業法の一部改正に伴い、平成27年４月
１日より「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」
に変更されたと同時に「信用失墜行為の禁止」の、業務
以外のことを含めた倫理規程が盛り込まれました。正
会員である宅建士以外の従業員の教育をしっかりと行
うことも規定されました。

全宅連は倫理規程の改正を行い４月１日より施行し

ます。山口県おいても、この度コンプライアンス徹底と
取引倫理確立のため倫理規程を制定しました。倫理に
ついては五郎丸会長自ら２月２日の不動産研修会にお
いて講師を務めて頂きました。

会員の皆様にも、この倫理規程を周知していただき、
厳格に運営していただきたいと思います。

総務委員長　池 田 周 太
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（一社）山口県宅地建物取引業協会　倫理規程　　制定

一般社団法人山口県宅地建物取引業協会　倫理規程

前　　　文
一般社団法人山口県宅地建物取引業協会（以下「本

会」という。）に所属する宅地建物取引業者（以下「会
員」という。）は、その取引を通して、国民の基本的財産
である宅地建物の円滑な流通に寄与、貢献するという極
めて重要な社会的使命と責務を負っている。

我々会員は、この重大な使命を自覚し、業務を遂行する
に当たっては、宅地建物取引業法を遵守し、信義を重ん
じ誠実に取引を行い、もって国民が安心して依頼できる
業者としての高度な取引倫理を確立しなければならない。

また、本会会員に従事する宅地建物取引士（以下、「宅
地建物取引士という」）は、国民の住生活の向上に寄与
するという高い公共性と信頼性が要請される宅地建物取
引業において業務の中核的な役割を担っている。この社
会的使命と責任を理解し、不動産の専門家として安心安
全な取引を確保するとともに、国民の信頼に応える高度
な業務倫理を確立しなければならない。

本会は、このような国民の要求と期待にこたえるためこ
こに倫理規程を制定し、業界全体の社会的地位の向上と
社会的信頼の確保並びに会員及び宅地建物取引士の品位
の保持と資質の向上を図ろうとするものである。

第一章　　国民との関係
（目　的）
第１条　会員は、本会倫理綱領の精神に基づき、信義を

旨としてこの倫理規程を遵守し、不動産業務におけ
る倫理の高揚に努め、公正な取引を通して、公共の
福祉に貢献することを目的とする。

（専門的サービスの提供）
第２条　会員は、本会及び全宅連等が主催する研修会

に積極的に参加するとともに、全宅連不動産キャリ
アサポート研修制度を受講する等、あらゆる機会を
活用して、不動産に影響を及ぼす法律・経済・技術
など幅広い知識を習得し、依頼者に専門家としての
サービスと適切な助言を与えるように努めなければ
ならない。

（法律等の遵守）　
第３条　会員は、基本的人権の尊重並びに個人情報保

護、反社会的勢力排除、マネー・ロンダリング対策
等、関係諸法規を遵守しなければならない。

　２　会員は、協会の定款・規則・規程及び議決事項を
遵守しなければならない。

（従業員への教育義務）－法31条の２－
第４条　会員は、その従業員に対し、その業務を適正に

実施させるため、本会及び全宅連等が主催する研修
会に参加させるとともに、全宅連不動産キャリアサ
ポート研修制度を受講させる等、必要な教育を行う
よう努めなければならない。

（秘密を守る義務）
第５条　会員及び従業員は、業務上取扱ったことについ

て、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らし
てはならない。その業を営まなくなった後も同様とす
る。

（倫理規程違反行為の排除）
第６条　会員は、不動産業務において、詐欺、横領、不当

表示、誇大広告、錯誤脱漏、事実の隠蔽その他の倫
理規程違反行為を排除し、取引当事者を守るために、
最善の努力を払わなければならない。

（他業者等の名義による広告の禁止）
第７条　会員は、他の業者等の名義をもって広告し、また

は広告させてはならない。

（宅地建物取引士名義借用等の禁止）
第８条　会員は、宅地建物取引士の名義を借用したり、

宅地建物取引士を常勤させず業務を行っている業者
と取引をしたりすることを禁止し、これらを発見した
ときは協会へ報告しなければならない。

（不正取引への関与の禁止）
第９条　会員は、無免許業者並びに不正業者等との取引

に関与してはならない。

（無免許業者の報告義務）
第10条　会員は、無免許業者を発見したときは、協会に

報告しなければならない。

第二章　　依頼者との関係
（依頼者との紛争の防止）
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第11条　会員は、取引の依頼を受け、これを受託すると
きは宅地建物取引業法第34条の２に基づき媒介契約
（売買、又は交換）等を締結し、後日、紛争が起こら
ないように努めなければならない。

（会員の告知義務）
第12条　会員は、依頼を受けたすべての不動産取引に関

し、一切の関連する事実を調査確認し、その瑕疵を
発見したときは、これを依頼者に告知して問題解決
に協力しなければならない。

（無責任な引き受けの禁止）
第13条　会員は、依頼者の期待するような条件での取引

が成立する見込みがないのに、あたかもあるかのよ
うな引き受け方をしてはならない。また、取引の途中
において依頼者の期待に沿わないことを発見し、又
は将来その恐れがあると認めたときは、速やかにそ
の旨を連絡し、後日、紛争が起こらないように努め
なければならない。

（預り金の取り扱い）
第14条　会員は、依頼者その他、取引関係者からの預り

金は、これを厳正に取り扱うものとする。　

（協会の助言と指導）
第15条　会員は、依頼者との間で万一紛争が生じた場合

は、協会の助言と指導のもとに誠意をもって、その
円満解決に努力しなければならない。

第三章　　業者間の関係
（協会発展への努力）
第16条　会員は、信義を重んじ、自己の経験と研究の成

果を他の会員と分かち合い、ともに協会の発展に努
力しなければならない。

（公正な取引）
第17条　会員は、みだりに他の会員を非難し、また他の

会員の取引を阻害してはならない。

（抜き行為の禁止）
第18条　会員は、他の会員から物件情報を受けた場合は、

その会員の了解なしに直接相手本人と交渉又は取引
をしたり、みだりに他の業者にその情報を提供した
りしてはならない。

（報酬分配の事前取り決め）
第19条　会員は、同一不動産につき、他の業者と協力し

て取引するときは、あらかじめ報酬額の配分を取り
決めておかなければならない。

（従業員監督の責任）
第20条　会員は、その従業員の指導監督に心掛け、依頼

者その他、取引関係者に損害を与えるような行為の
発生を未然に防ぐとともに、従業員が起こした業務
上の事故に対しては、責任をもって速やかに解決し
なければならない。

（解雇従業員報告の義務）
第21条　会員は、従業員を業務上の不正行為等により解

雇したときは本会へ報告するものとする。

（会員間の紛争調停）
第22条　会員は、その業務遂行上、他の会員との紛争を

避け、万一紛争が生じたときは本会に調停を申し立
て、円満解決に努力しなければならない。

（損害の補償）
第23条　会員は、倫理規程違反行為によって、他の会員

又は取引関係者に損害を与えたときは、速やかにそ
の損害の補塡に努めなければならない。

第四章　　宅地建物取引士における規律
（規程の遵守）
第24条　宅地建物取引士は、本規程の趣旨に鑑み、関係

諸法規及び本規程を遵守しなければならない。

（業務処理の原則）－法15条－
第25条　宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従

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。

（信用失墜行為の禁止）　－法15条の２－
第26条　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）　－法15条の３－
第27条　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。

（規程遵守のための措置）
第28条　会員は、宅地建物取引士が本規程を遵守するた

めに必要な措置をとらなければならない。

第五章　　違反があった場合の措置
（担当委員会の設置）
第29条　本会は、宅地建物取引業法並びに本規程の遵守

を図るため、審査委員会を設置し、適切な対応を図
るものとする。

（違反会員への懲罰請求）
第30条　本会会長は、本規程に違反した会員について本

会諸規程に基づき、懲罰請求しなければならない。

（会員の処分）
第31条　本会は、当該会員の本規程違反の内容に応じて、

注意、警告、会員権利の一時停止その他本会諸規程
に基づく処分を行うものとする。

（規程の改廃）
第32条　この規程の改廃は、理事会の承認を得なければ

ならない。

附　則
１．この規程は、宅地建物取引業法改正施行の日（平成

27年４月１日）から施行する。



法務委員　松 浦 哲 也
　平成26年度第２回不動産研修会が平成27年２月２日㈪に山口県セミ
ナーパークで開催されました。
　４月１日より宅建業法が改正施行される事もあってか、参加者は第
１回の研修会より多く194名出席されました。
　藤村法務委員の司会進行で午後１時30分開始されました。

第一講　「倫理について」　講師　五郎丸孝士 会長
　宅建業法の改正により４月１日から宅地建物取引主任者が宅地建物
取引士に変更になります。呼称が変わるからといって仕事の内容が変
わるわけではありませんが、倫理綱領には我々会員は、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。
と始めの誓いにあります。
　一般消費者と深く、長く関わる職業なだけに改めて人としてどうあるべきかを考えさせられた講義でした。受講されな
かった会員の方も、受講された会員の方も今一度倫理について勉強されれば世界観が変わるかもしれません。

第二講　「倫理綱領及び倫理規定について」　講師　西村俊爾 法務委員長
　この度改正される（一社）山口県宅地建物取引業協会の倫理規定（案）について第一章（国民との関係）、第二章（依
頼者との関係）、第三章（業者間の関係）、第四章（宅地建物取引士における規律）についてご講義いただきました。
　　　　「違反調査等事務処理規定について」講師　池田周太 業務委員長
　倫理規定案の第五章（違反があった場合の処置）及び（一社）山口県宅地建物取引業協会の違反調査等事務処理規定に
ついて事務処理の流れをご講義いただきました。
　　　　「全国賃貸不動産管理業協会について」講師　上原祥典 副会長
　会員加入促進に向けて、協会の内容について詳しくご講義頂きました。多くの会員の方の加入をお待ちしております。
　第二講のそれぞれの講義については我々会員が、会員として当然に理解しておくべき規定ですから改めて読解していた
だければと思います。

第三講　「宅建業法改正等について」
　講師　山口県土木建築部 住宅課 村田慶裕 主査
　改正の主なものについてご講義頂きました。従業者教育、免許等に係る欠格事由等について。
また平成26年度宅建業者一斉調査の結果内容について。そして「土砂災害警戒区域」「土砂災害
特別警戒区域」に指定された場合の説明については賃貸借の場合にも適用される事、指定された
地域での開発行為等の許可についてのご講義を頂きました。山口県は災害の少ない地域と言われ
ながらも、近年、防府、萩、岩国と台風時期には思わぬ災害が起きています。一般消費者を災害
から守る手段としても事前調査がより必要になってきます。
　会員の皆様は今後も良い倫理観を持って宅地建物取引士として業務に従事して頂ければと思い
ます。

平成26年度　第２回山口県不動産研修会
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　このたび、平成26年12月18日開催の理事会において、
皆様のご推挙により、一般社団法人山口県宅地建物取
引業協会の労務担当顧問となりました。国家・国民の
重要な財産である不動産を扱うスペシャリストとして
社会貢献をされている皆様の力に少しでもなれるよう
に今後努力していきたいと思っていますのでよろしく
お願いいたします。

さて、今後皆様とお付き合いさせていただくのです
が、私を知っていただくために私自身と当社の紹介を
したいと思います。

私は昭和33年長門市仙崎生まれですが、父親の転勤
により４歳から20歳まで鹿児島市で育ちました。その
縁で現在山口鹿児島県人会の会長をしており、自ら
「歩く薩長同盟」と称しています。大学卒業後、山口
県警察本部の科学捜査研究所に17年間勤務し、平成９
年４月に社会保険労務士として開業しました。準備な
しのいきなりの開業で全てが０からのスタートでした
が、今年で開業18年目となります。現在、社会・雇
用・労災保険の諸手続き、就業規則の作成、給与計算
といった通常の社会保険労務士業務に加えて「セクハ
ラ・パワハラ防止対策事業」、「職場のメンタルヘル
ス対策事業」、「ワーク・ライフバランス導入支援事
業」等の専門性が強く、より特化した業務も行ってお
り、これら業務はいずれも山口県の経営計画革新事業
の承認を受けています。また、当社のメンタルヘルス
機関「メンタルヘルスサポートセンター」は、精神科
医・臨床心理士が顧問におり、山口県で唯一厚生労働
省の認定を受けています。

広範囲に事業を行うことで、企業の人事労務上の
様々な要望に応えることが可能になるとともに、他業
者との差別化を図っています。

当社はサービスの質が高く、専門性・独自性・先見
性の強い高付加価値型サービス提供企業を目指してお
り、絶えず、既存のサービス内容にプラスして新しい
サービスを積極的・先進的に取り入れることで発展し
ようと考えています。

さて、最近の労働事情に目を向けますと、幾つかの
特徴的なことがあります。
①新しい厚生労働施策：アベノミクスの実現のため、

また、社会・経済の要請に応えて厚生労働省は次か
ら次に新しい施策を打ち出しています。「女性活
用」、「非正規労働者の正規化」、「ワークライフ
バランスの企業浸透」、「メンタルヘルスの企業へ
の義務化」といったもので、これらは厚生労働行政
の柱として法制化も順次進められています。法律に

基づいて事業を行っている不動産事業者の皆様は自
社には関係ないものばかりだと言わず、コンプライ
アンスの観点からもこれらの情報を収集し、何らか
の対策を行う必要があると思います。
②急増している労務トラブル：労働者は経営者の経営

方針を忠実に遂行し、その対価として賃金を得るも
のですが、近年、会社の経営方針より、自分の都合
を優先させる労働者、社会性・社会常識・倫理観が
希薄な労働者、基礎的な職務遂行能力・労働意欲の
低い労働者、いわゆる「問題社員」と称される労働
者が増加しています。そのような労働者に限ってす
ぐに労働基準監督署、外部労働組合等へ駆け込む傾
向があります。中小企業では労働者個々が能力を最
大限に発揮し、経営者、労働者が一丸となって経営
目標に向う必要があります。その障害となる「問題
社員」は迅速に社外に排除する必要がありますが、
法律に無知であったり、手順を踏まずに性急に排除
するとやっかいなトラブルに発展するので注意が必
要です。
③人材難：企業の採用意欲が高くなるにつれて労働者

の採用が難しくなってきています。特に能力・資
質・意欲を持った良い人材については今後ますます
採用が困難となることが予想されます。求人を出し
ても応募が来ない場合には、自社の組織・業務体制、
企業風土、労働条件、求人の出し方等の見直しが必
要になる場合もあります。（労働者にとって働きや
すい魅力のある会社かということ）

そのほかにもいろいろありますが、不動産の分野と
同様に労働の分野でも社会・経済制度の変革・移行が
業態の在り方に影響を与えており、その変革に取り遅
れないように知識を吸収し、対策を順次検討・実行し
ていくことが求められています。

私は、自分自身のタイプとして形だけの顧問という
のは好まず、どうせやるならば、どんどん活用しても
らう方がやりがいを感じます。人事労務上の質問、ト
ラブル発生があればどんどんぶつけていただければ本
音で対応していきます。労働基準監督署、外部労働組
合に対しても徹底して経営者を守る立場で対応します。

さらには、皆様方が経営上知っておくべき労務管
理・社会保険に関する情報提供も会報を通じて行う予
定ですのでこちらもよろしくお願いいたします。

最後に下手なゴルフが趣味ですので、どんどんお誘
いください。お付き合いは良い方です。

顧問社会労務士
株式会社人事情報システム 代表取締役　藤 田 良 三 先生

労務担当顧問よりお知らせ
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１　宅地建物取引主任者が『宅地建物取引士』に

２　津波災害警戒区域の指定について

３　宅建業免許申請等の受付窓口・申請方法の変更について

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、宅地建物取引主任者
の名称が宅地建物取引士に改称されます。

○　証の切替交付
現在交付を受けている主任者証は平成27年４月

１日以降は取引士証とみなされます。
　主任者証は、そのままでも期間満了時まで有効です
が、希望する方は、再交付申請することにより取引士
証へ切替えることが可能（手数料４,500円が必要）で

　県では、津波災害警戒区域の指定の趣旨や内容等に
ついて、地域住民や関係団体等に周知を図るため、平
成27年１月７日から２月６日の間、津波災害警戒区域
（案）を事前公表しました。
　３月下旬には、正式に指定される見込みです。宅建
業法上「津波災害警戒区域」では、宅建業者は、当該
宅地又は建物の売買等にあたり、「津波災害警戒区
域」である旨について、重要事項説明を行うことが義
務付けられていますのでご留意願います。

　土木建築事務所で行っている下記の宅地建物取引業
者免許等事務について、一部を除き平成27年４月１日

す。
（※これまで手数料が不要であった、亡失・滅失・破

損による再交付についても、同様に手数料４,500円
が必要となります。）

○　法定講習の充実
　法定講習の内容が充実され、平成27年４月以降の法
定講習については、講習時間がおおむね５時間から６
時間に、受講料が11,000円から12,000円に改定されま
す。

指定状況については山口県河川課ホームページ又は関
係土木建築事務所でご覧いただけます。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/

bousai/tsunami_yellow.html

からすべて住宅課で実施します。これに伴い、申請書
の受付窓口・申請方法が変更されます。

指定に係る問い合わせ先
　河川課水政班、計画調整班

TEL　083－933－3770

県住
宅課
から
のお
知ら
せ

申請の種類 申請窓口・申請方法
３月31日まで ４月１日から

宅地建物取引業者
　新規・更新免許申請、免許換え申請
　変更届、免許証書換え・再交付申請
　廃業届、50条２項の届出　　など

土木建築事務所に持参

住宅課に
　①持参
　②郵送※2
（県証紙を貼付する申請書は簡易書留で送付）

宅地建物取引主任者（取引士）
　登録（移転）申請、変更登録申請
　証交付申請、証再交付申請
　証書換え交付申請※1
　登録消除申請　　　　　　　など

住宅課又は土木建築事
務所に持参又は郵送

■あて先
〒753-8501
山口市滝町１-１
山口県住宅課民間住宅支援班

※1：住所の書換えのみの場合は、４月１日以降も従前どおり土木建築事務所でも行います。
　　（必ず変更登録申請書も併せて持参して下さい。）
※2：郵送に代え、土木建築事務所への持参もできます。（ただし提出書類の内容審査や作成指導等は行いません。）
　★申請書作成の手引きを作成し、山口県住宅課のHP等で３月下旬までに公表予定
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４　消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて
　消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除
率（以下「みなし仕入率」）について、消費税法施行
令の一部が改正され、平成27年４月１日より、不動産
業は第６種事業（現行は第５種事業）とされた上で、
そのみなし仕入率が40％（現行は50％）に変更されま
す。
　免税業者については、宅建業者が宅地又は建物の売
買等に関して受けることができる報酬の額（昭和45年
建設省告示第1552号）第二から第六までの規定に準じ
て算出した額（課税事業者が受けることのできる報酬
の額であって、宅地又は建物の売買等の媒介又は代理
に係る消費税等相当額を含むものをいう。）に108分

の100を乗じて得た額（以下「税抜金額」という。）
に、仕入れに係る消費税等相当額をコスト上昇要因と
して価格に転嫁することができるとされています。価
格に転嫁できる仕入れに係る消費税等相当額の限度額
については、税抜金額にみなし仕入れ率（50％）と
消費税率（８％）を乗じた額（つまり税抜金額の0.04
倍）とされていますが、平成27年４月１日以降に締結
された売買等の契約に係る価格に転嫁できる仕入れに
係る消費税等相当額の限度については、税抜金額にみ
なし仕入れ率（40％）と消費税率（８％）を乗じたも
の（つまり税抜金額の0.032倍）となります。

開催日 会　　場 受講対象者（有効期限）

第１回 平成27年４月14日㈫

山口市小郡黄金町5－16
山口県不動産会館

3Ｆ研修ホール

平成27年７月23日から
平成27年８月10日まで

第２回 平成27年６月９日㈫ 平成27年８月11日から
平成27年10月12日まで

第３回 平成27年８月11日㈫ 平成27年10月13日から
平成27年12月７日まで

第４回 平成27年10月13日㈫ 平成27年12月８日から
平成28年２月８日まで

第５回 平成27年12月８日㈫ 平成28年２月９日から
平成28年４月11日まで

第６回 平成28年２月９日㈫ 平成28年４月12日から
平成28年６月13日まで

平成27年度宅地建物取引士　法定講習会のご案内
　平成27年度の宅地建物取引士証発行に伴う講習会（法定講習会）の開催を、下記のとおり予定しています。
　受講対象者の方々には宅建協会本部事務局より、講習会案内書及び取引士証交付申請書等、受講の申込みに必要
な書類一式をご自宅に郵送致しますので、受付期間内に受講申込みの手続きをして下さい。

※上記講習会の受講対象者の方で、専任取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず
受講して下さい。
※受講されない場合、取引士証の有効期限が切れてしまうため、取引士としての業務に携わる
ことが出来なくなります。

《取引士証を所持している皆様へ》

　登録内容に変更が生じたら…

「宅建業法第18条第１項の登録を受け
ている者は、登録を受けている事項
（氏名、住所、本籍、勤務先）に変更
があったときは、遅滞なく、変更の登
録を申請しなければならない。」【宅
建業法第20条】
　宅地建物取引士資格登録簿変更登録
申請書（様式第７号）を、山口県庁住
宅課民間住宅支援班へ提出して下さい。
　住所、氏名の変更届出がされていな
い場合、法定講習会の案内書が届かな
い場合がありますのでご注意下さい。

変更後のフローのイメージ

申請書の書き方等でご不明な点があれば、事前に住宅課民間住宅支援班までご相談ください。
電話：083-933-3883

住宅課

①　郵送
郵送

郵送

交付

①　持参

②　持参

宅
建
業
者
・
取
引
士

宅
建
業
者
・
取
引
士

土木建築事務所
建築住宅課

（防府、下関は総務課）
※1：住宅変更に係る取引士証の
　　　書換え交付のみ実施
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○国による基本指針の策定（第５条）
○国の基本指針に即した、市町村による空家等対

策計画の策定及び協議会の設置（第６、７条）
○都道府県の、市町村に対する技術的助言、市町

村間の連絡調整等の必要な援助（第８条）
○市町村による空家等についての情報収集（第９

条～第11条）
○市町村による空家等及び跡地の活用対策の実施

（第13条）
○特定空家等に対する除却、修繕等の措置の助言

及び指導、勧告、命令等または行政代執行によ
る強制執行の可能（第14条）

○市町村への国及び地方公共団体による空家対策
に要する費用の補助及び地方交付税の拡充

　その他税制上の措置等（第15条）

　「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月27日に公布され、今般、一部施行されましたのでご案
内します。
　併せて、国土交通大臣及び総務大臣より、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な
指針」が告示として公表されました。これにより、今後山口県下でも空家等対策の計画の策定、空家に関するデー
タベースの整備、固定資産税等の住宅用地特例の解除等が行われると予想されます。
　また、本法に関しては今後も各種情報が提供される予定となっております。詳細は「空家等対策の推進に関する
法律関連情報」と検索するか、国交省HPをご覧ください。

○ 「空家等」とは（２条１項）
建築物又は附属する工作物で、居住等の使用
がなされていないことが常態であるもの及び
その敷地。（立木その他土地に定着する物を
含む。）
（※国又は地方公共団体が所有・管理するも
のを除く。）

　国土交通省ＨＰには、空家再生等推進事業や固定資産税等に関する措置その他空家対策に関する
情報が掲載されております。
　詳しくは、「空家等対策の推進に関する法律関連情報」をご参照下さい。
（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html）

・市町村による空家等対策計画の策定
・空家等の所在や所有者の調査
・固定資産税情報の内部利用等
・データベースの整備等
・適切な管理の促進、有効活用

・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置

○ 「特定空家等」とは（２条２項）
以下の状態にある空家等をいう。
①　倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態
②　著しく衛生上有害となるおそれのある状

態
③　適切な管理が行われないことにより著し

く景観を損なっている状態
④　その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年２月
26日に施行、国による基本指針の告示が公表

（一部、平成27年５月26日より施行）

定　義

概　要

「空家等」への対応

「特定空家等」への対応
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下関

下関

平成27年の新春を迎え

平成27年新年会開催

支部長　林　　　眞一郎

総務委員長　西　山　菊　市

輝かしい新春をご健勝にてお
迎えのことと存じます。

正月４日名刺交換会において
内閣総理大臣メッセージとして、
『本年は、アベノミクス第三の
矢を的確に放ち、全国津々浦々
迄経済効果を実感して頂ける年

としたい』との所信と『為せば成る』の一説を挙げら
れた。上杉鷹山公が子息に教訓として詠み与えたもの
で、『なせば成る　為さねば成らぬ　何事も　成らぬ
は人の為さぬなりけり』人が何かを為し遂げようとい
う意思を持って行動すれば、何事も達成に向かうとの
趣旨である。林芳正参議院議員は地元新春互礼会で
『昨年度　和食の食材輸出は6,500億円を超える模様
で１兆円市場は視野に入った』と述べられるとともに、
農協改革を確実なものとし、山積する国家的課題に対
し丁寧に処方箋を投与していく年となると述べられた。

下関支部の新年会が平成27年１月17日㈯シーモール
パレス・エメラルドの間にて18時30分より開催され、
寒い中116名の方にご参加いただきました。

県本部　五郎丸会長にご挨拶をいただき、植野善男
理事による今年のスローガン『臥薪嘗胆』（目的を達成
するために苦心し、努力を重ねるという意味）の発表、
㈱宮﨑産商　宮﨑美笑子さんの祝吟　藤野君山作『宝
船』と続き、来賓の方々16名のご紹介の後、内５名の
方にお祝いの言葉を頂きました。また新規入会の５社
の方々にも登壇していただき皆さんにご紹介をしまし
た。

司法書士会下関支部　島谷誠仁支部長の乾杯のご発

下関支部は、新春に当たり、スローガンとして『臥
薪嘗胆』（成功するために苦労に耐える）を掲げまし
た。乙未年は『甲の年で芽吹いたものの順調に伸びて
いくことは難しく、じっくり構え我慢と共に　羊の角
の如く固い信念で前進していく年』といわれます。本
年一年が皆様にとって実り多き年となりますよう祈念
いたします。

本年４月より取引主任者が取引士と改められる事に
鑑み、社会的責任を十二分に果すべく倫理条例が制定
される模様で、これを機に一層の精進が求められます。

又、空家対策に係る特別措置法が施行される年でも
あり、既存住宅ストックの良質化と中古市場拡充・拡
大施策、その有効活用が求められる時代に真摯に向か
い合い、しっかり地歩を固める年としたいものです。

末尾ながら、会員各社の御隆盛、ご健勝を祈念し年
頭の挨拶と致します。

敬　具

声の後、余興で９人の女性に
よるベリーダンスの公演があ
りました。初めてベリーダン
スを間近で観ましたがとても
華やかな踊りでした。続いて
大村英吉総務委員の進行で福
引大会に入り、豪華賞品に大
変盛り上がったところで行政書士会の松本貴志副会長
による万歳三唱となり、その後散会となりました。

毎年のことですが、一人でも多くの会員が集い、進
行を深めて協会が発展する事を願って役員一同企画し

ています。
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宇部

宇部

年末研修会

第２回宇部支部研修会

　平成26年12月16日、国際ホテル宇部にて46
名の参加で年末研修会を開催いたしました。
土岐山副支部長の司会進行で、まず松村支部
長の挨拶、続いて久保田宇部市長、二木県会
議員の祝辞をいただき、宇部日報社脇様の乾
杯の音頭で宴会へと入りました。おいしい食
事と飲み物をいただきながら、荒瀧理事の司
会で恒例のくじ引き大会が始まりました。当
たった皆さんは「やったー」と大喜びでした。
あっという間に楽しい２時間が過ぎました。
来年も皆さんのご参加、お待ちしております。

　平成27年１月20日にココランド山口・宇部にて第２回宇部支部研修会を実
施いたしました。40名の参加でした。
　第１講は「本人確認と立入調査の結果について」山口県土木建築部住宅課 
村田主査様より大変有意義なお話をいただきました。
　第２講は「住宅ローン」の説明を山口県信用組合様よりいただきました。
　第３講は上田カイロプラクティク様より「自然治癒力と体質改善につ
いて」ということで、その場でできる簡単な体操等も教えていただき、
参加された皆さん、身体も軽くなり笑顔のうちに研修会が終了しました。

宇部
塩田委員長をお招きして研修会を実施する

12月16日、国際ホテル宇部にて
17時から18時の予定で、塩田業務
委員長をお招きして、ハトマーク
サイト山口の新システムの活用と
物件登録促進のための研修会を行
いました。今回は土地価格査定書

作成に重点をおいて、プロジェクターを用意して模擬
査定を行い、土地価格査定書を作成しました。注意事
項等の説明を交えて、短い時間でしたが中身の濃い充
実した講話となりました。会員の皆様には物件の登録
促進にご協力いただくよう重ねてお願いし、研修会を

終了いたしました。
　当日は会員45名のご参加をいただき大変ありがと

うございました。また、塩田業務委員長には研修会後
の支部忘年会にも参加して親交を深めていただき、あ
りがとうございました。
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宇部 宇部第69回ゴルフコンペ開催 マラソン同好会

11月19日に宇部72カントリークラブにて第69回ゴル
フコンペが開催されました。お天気もよく、12名の参
加をいただき盛大に開催されました。優勝は亜興産業
の松永さん、準優勝はカナイ商事の金井さん、３位は
亜興産業の垰坂さんでした。

　12月７日㈰に第15回萩城下町マラソンが開催され、
石本住販の石本さんがハーフマラソンの部に参加され
ました。ハトマークを背負われての力走、お疲れ様で
した。

柳井
【平成26年度第２回支部研修会】（不当要求防止責任者講習会）

　平成27年１月22日㈭午後１時より中国電力㈱柳井発
電所ふれあいホールにおいて、平成26年度第２回支部
研修会が開催されました。この度の研修内容は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」で当日は25名の方が出席されました。
　講師に公益財団法人山口県暴力追放運動推進セン
ター 専務理事 竹崎純一様と山口県警察本部刑事部組
織犯罪対策課暴力団排除係 警部補 金子秀徳様を迎え、
暴力団の現状、暴追センターの概要、暴力団の不当要

求具体的な対応要領をご説明頂きました。
　30分間のＤＶＤ上映後にロールプレーイング研修を
行いました。対応係に中村工業㈱の木村さん、記録係
に㈲サンクスの河村さん、録音係に㈱ティーレックス
の河本さんが、暴力団に扮した金子氏の迫力にもしっ
かりとした対応で要求を退けられました。
　研修会終了後、会場をご提供頂きました中国電力㈱
柳井発電所のピーアールビデオを鑑賞し解散致しまし
た。

支部だより
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山口

山口

「空き家問題の現実」

支部親睦忘年会報告

支部長　西　村　俊　爾

エフケイビル㈱新山口店　木　山　　　翔

　昨秋、県外の方から「相続で
山口市内の住宅を相続したが永
年空き家になっており、行政に
も引き取り等について相談した
が納得のゆく解答を得られなく、
どうしてよいか分らない」旨の
相談を受けました。調査してみ

ると10年以上空き家になっており、土地は境界すら定
かでなく、公図と現状は差異があり、建物は廃屋同然
で、使用に耐えるものではありませんでした。所有者、
土地家屋調査士、解体業者、隣地の方等で立会の上、
建物は解体して更地とし、変形であった土地の一部は
隣地の方に格安で購入して頂き、物件はすぐに売却出
来ました。これはうまく行ったケースです。
　総務省の調査では現在全国の空き家は約820万戸、
その中で「貸せない」「売れない」「利用出来ない」
という空き家、即ち倒壊の恐れ、ホームレスのたまり

　平成26年12月４日㈭山口市湯田温泉の翠山荘
にて、山口支部の親睦忘年会が開催されました。
出席者は84名で、右田社長（㈱小郡不動産）が
司会を務められました。まず松本副支部長の

挨拶の後、徳田社長
（㈲鳳友）の乾杯の
ご発声でスタートしました。
豪華なお料理でお酒もすす
み、あちらこちらのテーブ
ルではにぎやかな声が聞こ
え、私もたくさんの方と交

場その他の危険のあるいわゆる「廃屋」が４割あると
いわれています。「空き家問題」というのはこの４割
のことなのです。国の今春から施行の「空き家対策特
別措置法」では施行後、各自治体ごとに空き家を調査
し、５月末を目途に、廃屋同然の物件を「特定空き
家」と認定し、所有者に管理を指導し、従わない場合
は今まで更地の６分の１であった固定資産税の優遇措
置を外されることになります。しかし、何が「特定空
き家」の基準なのか、まだ未定です。しかもその選定
は国ではなく、各自治体に任されると考えられます。
きちんと管理されている空き家以外はこれまでの６倍
の税を払うことになる。しかし、処分を考えても解体
費用、その他の費用の重み、解体しても売れるのかの
不安感があります。
　不動産が「資産」から「負債」に変わりかねないこ
の問題は、行政の問題だけでなく、不動産に携わる
我々の問題でもあります。

流させていただきました。なかなか最初の一人目が出
なかったビンゴ大会も右田社長の進行でとても楽しく
進み、カラオケ大会へと盛り上がっていきました。途
中、協会のお仕事で関西のほうへ行かれていた西村支
部長も駆けつけてくださり、大盛況の忘年会でした。

山口
新入会員のご紹介　

〒754-0002
山口市小郡下郷2891番地2-102
ＴＥＬ：083-974-2687
ＦＡＸ：083-974-2688

有限会社イー・アイ
代表取締役　石 田 悦 郎

　この度、山口県宅建協会山口支部
に入会させて頂きました、有限会社
イー・アイの石田と申します。弊社は
平成13年に設立し、不動産賃貸を主
な事業としてやって参りました。私は
平成元年に宅建取引主任者資格試験に
合格したのですが、ずっと眠ったまま
の状態でした。それを、私が還暦を迎
えたのを機に、覚ますことを決意した
次第です。この年になってと自分でも
思いますし、他人なら尚更でしょうが、もうひと働きさせて頂こうと思
いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

東津
　公民館

山陽
新幹
線

山口
線

ココ

HondaCars
山口中央

いちょうの木
クリニック

益城歯科

駅
口
山
新

山陽本線
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防府

防府

不動産研修会開催

新年交流会開催

防府支部広報委員長　宇多村　智　憲

防府支部総務委員　古 河 和 子

　「税制改正等について」の税務研修会を平成27年２
月５日㈭　カリヨン203　ルージュホールにおいて行
いました。
　研修会には会員30名が参加し、講師として防府税務
署 個人課税課第２部門統括官 浅上 勲 様にお越しい
ただきました。
　主に相続税・贈与税について分かりやすくご説明い
ただき、大変充実した研修会となりました。

　平成27年１月20日㈫にアパホテル光琳の間において
防府支部の親睦行事であります「新年交流会」が44名
の参加で開催されました。
　砂原副支部長の開会の辞、中川支部長の挨拶に続き、
来賓の商工会議所副会頭　澤田健規様、市議会議員
（２名）の方のご挨拶をいただきました。
　今年は、新入会員３名、支部会員の従業者の方々に
も参加していただき、初めての顔ぶれが多い新年交流
会となりました。
　今年はどんな交流会にするか、昨年より企画研修委
員会と理事が話し合い企画を練りました。余興での司
会、進行は企画研修委員会のメンバーが担当し、若い
パワーで新年交流会を盛り上げてくれました。
　恒例の防府不動産情報サービスの上田清子さんの見
事な踊りの後、地元のものまね芸人を招き、会場は笑
いの渦…

　終盤に行われたテーブルごとの果物争奪ゲームや豪
華な賞品が当たる抽選会も大変盛り上がりました。
　今年は例年の万歳三唱を、防府ならではの「お笑い
三笑」で締め、「わ～はっは」と会場中に大きな笑い
声が響きわたり、防府らしく終える事が出来たと思い
ます。

支部だより
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周南

周南支部定時総会開催のお知らせ
　平成27年度定時総会を下記の通り開催いたしますので，万障お繰り合わせの上、
ご出席くださいますようご案内申し上げます。

平成27年度　一般社団法人山口県宅建協会周南支部定時総会
　　　　　　周南地区宅建業税務協議会定時総会

日　時：平成27年4月17日（金）　午前10時30分より
場　所：周南地区地場産業振興センター2階　会議室1
　　　　周南市鼓海2丁目118－24　℡（0834）25－3210

周南支部年譜（平成26年（2014年））

行　　　　　　事 支部長（会員数）
業界動向・キーワード

３/11～４/ 9　役員改選選挙
４/21 第１回宅建塾（支部会議室）（参加23人）
 　ハトマークR住宅について
 　　講師　五郎丸孝士　会長
４/24 一般社団法人山口県宅建協会周南支部定時総会 池田周太（正会員142名）
 周南地区宅建業税務協議会定時総会 　
６/17 価格査定見直し　927ポイント（参加39人） ６/18　宅地建物取引士へ名称変更可決
７/ 8 第２回宅建塾（支部会議室）（参加26人）
 　最新の中古住宅流通及び登録手続き　
 　　講師　五郎丸孝士　会長
７/22 第１回支部研修（地場産センター）（出席31名）
 　「不当要求防止責人者講習会」
 　　講師　刑事部組織犯罪対策課
９/10，11 親睦旅行（福岡方面）（参加27人 ）
９/22 第２回支部研修会（地場産センター）（出席71名）　　
 　第１講　「住み替え住宅ローン」
 　　講師　西京銀行営業統括部
 　第２項　「一戸建て木造住宅の検査等について」
 　　講師　境田専務理事　
11/20～22 宅建芸術祭　不動産フェア（アンデパンダンⅦ）開催 11/27　「空家等対策の推進に関する
 （周南市文化会館３階）（参加26人） 特別措置法」公布
 　一般来場者　895人
12/ 3 忘年会（ホテル・グラマシー）（参加78人） 12/１　ハトマークR住宅推進店 
12/26  社会福祉法人共楽園へ寄付　

周南
新入会員のご紹介　

周南市若山1丁目11－54
ＴＥＬ　0834－34－8866
ＦＡＸ　0834－34－4422

おいでませ不動産　
代表者　山 本 　 寿

　この度、新規入会させて頂きました、おいでませ不動産の山本寿と申
します。
　私は、この宅地建物取引業を通じて、人と人との繋がりを大切にして、
その輪を広げ、調和と共存を図る地域社会貢献を目指す良きパートナー
として、頑張ってまいります。
　これから、私は、経営に必要な「知恵」・「力」・「たくましさ」を
身に着け、お客様から「信頼」・「感謝」される経営を目指してまいり
ます。
　なにぶん、未熟な若輩で至らぬ点も多々あると思いますが、今後にお
きましては皆様方の御指導を仰ぐばかりだと存じます。
　何卒、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
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岩国

岩国

講習・新年互礼会について

釣り場放浪記

㈲田中不動産　田　中　孝　敏

㈲田中不動産　赤　石　　　徹

　平成27年１月21日に、講習会を開きました。
　第一講は、講師に山口県警察本部より担当指導員様
が来られまして、不当要求防止責任者講習がありまし
た。ビデオをみて、暴力団との対応をロールプレーイ
ング研修で学びました。
　第二講は、講師に税理士様が来られまして、相続
税・贈与税の税制改正について、具体例をあげて講義

　岩国支部釣り同好会27年１回目の釣行は２月11日、
精鋭９名による佐田岬半島沖の大アジ釣りとなった。
漁場が豊後水道なら関アジというから、いやがうえに
も船中は盛り上がる。朝６時の出船からビール、熱燗
に焼酎、あっという間の２時間半で釣り場に到着。立
春から１週間経ったとはいえ、それまで強風が続いた
なかこの日は微風ベタ風で大陽は顔を出さないものの、
これ以上ないコンディションだ。あとは釣れるかどう
か。
　カゴのエサを撒いて、これを何度か繰り返している
うちに魚が寄ってきて…と思っていたが、初回から釣
れる人も。が、お目当てのサイズの大アジではない。
船長の判断で場所を移動したら今度は違った。尺アジ
クラスに混じって45～55㎝の大アジが上がり始め、船
上は一気に活気づいてタモ網が行き交う。エッ、これ
からアジ？ゼイゴがあるから間違いなくアジだが、こ
れはヤズのサイズだ。岬アジというブランドアジだと
いう。
　遊漁船の電動リール付きの竿を借りて釣る者が多
かったが、My竿＆手動リールで次々に黙々と釣り上
げる男がいた。斉藤商事の斉藤さんだ。良型をよくし
なる竿で釣るんだから堪らない。周りの羨望の眼差し
と隣りの釣り座で首を傾げる姿に気づいたかな。しか

をしてもらいました。
　４時間の講義の後、新年互礼会
が開かれました。
　食事をしながら懇親を深め、ビ
ンゴゲーム等で盛り上がりました。

し100ｍも手でリールを巻くとは、若いね。
　斉藤さんと、もうひとりよく釣り上げていた見室不
動産の山本さんに提供してもらい、船上で岬アジを頂
いた。船上で捌き用意した薬味を混ぜて「絶品アジの
タタキ」の出来上がりだ。これはもうやみつきの食感
で、またビールがすすむ。
　佐田岬沖の大アジ釣りはさくもと丸ではこの日が
シーズン初とのこと。毎回船長と連絡を密に取って企
画してくれるシーエスジェイの田中さん、今回も皆
釣って食べて大満足、あり
がとうございました。
　あなたも釣りの醍醐味と
釣り人でなければ味わえな
い船上の刺身を一度どうで
すか。

支部だより
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　残金決済の場で手付解除の意思表示をした買主に対

し、売主が当該手付解除は売主の履行の着手後に行わ

れたものであり手付解除は認められないとして、債務

不履行による契約解除を主張し、買主に対し売買契約

の違約条項に基づく違約金と受領済金員の差額の支払

を請求した事案において、売主の請求が認容された事

例（東京地裁 平成25年９月４日判決 認容 ウエスト

ロー・ジャパン）

１　事案の概要
　本件は、不動産売買契約を締結したが購入について

家族の同意が得られず、契約解除を考え始めた買主Ｙ

（被告）が、決済日直前の仲介業者との打合せにおい

て手付解除ができると誤解し、残金決済日当日、決済

の場で手付放棄による契約解除の意思表示したところ、

売主Ｘ（原告　不動産業者）が履行に着手しているこ

とを理由にこれを認めず、最終的にＸがＹの債務不履

行を理由に契約を解除し、Ｙに対し違約金と受領済金

員との差額の支払いを請求した事案である。

　Ｙは、①手付金相当額で補填可能な実損しか生じな

い行為は履行の着手とは言えない、②仲介業者が介在

したとしても、売主業者には違約金に関する説明義務

があり、Ｘはこれを果たしていない、③所有権移転時

に抵当権を同時抹消すること（以下「同時処理方式」

という。）でリスク回避を図ったこと、対象物件を第

三者に売却し利益を上げたこと、違約金の説明がな

かったこと等を理由に、違約金請求が信義則違反又は

権利濫用となる等主張したが、いずれも認められず、

Ｘが根抵当権者、司法書士と共に決済に必要な書類一

式を持参し残金決済の場に赴いている点は履行の着手

と認められるとしてＸの請求を認容した。

２　判決の要旨
　裁判所は、次の通り判示し、Ｘの請求を認容した。

①　手付解除の有効性について

・・本件手付解除条項において、Ｘ及びＹは、その相

手方が本件売買契約の履行に着手するまでは、互いに

書面により通知して本件売買契約を解除することがで

きるとされているところ、この「履行に着手」とは、

債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、

客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一

部をなし、又は履行の提供をするために欠くことので

きない前提行為をした場合をさすと解するのが相当で

ある（昭和40年11月24日最高裁大法廷判決参照）。

　本件において、Ｙは、Ｘから本件売買契約の決済日

を前倒しする旨の申入れを受け、本件売買契約の残代

金の支払、所有権移転及び根抵当権抹消各登記手続、

並びに本件土地の引渡しを行う決済日を平成24年３月

27日とすることに同意したことから、Ｘは、前記各手

続を行うための準備をして、同日、本件土地の登記簿

謄本、印鑑証明書、所有権移転登記手続等のための委

任状、測量図面、国税の精算書、資格証明及び領収書

等を準備して本件決済場所に赴いたこと、同日、Ｘか

ら依頼を受けた本件土地の根抵当権抹消登記手続に必

要な書類等を持参した根抵当権者であるＭ銀行の担当

者並びにＸが本件土地の所有権移転及び根抵当権抹消

各登記手続を委任した司法書士も本件決済場所に赴い

たことが認められ、これらは、客観的に外部から認識

し得る本件売買契約の所有権移転及び根抵当権抹消各

登記手続並びに本件土地の引渡義務の履行の提供と認

 最近の判例から 　－履行の着手－

売主に「履行の着手」があったとして、残金決済日における
買主の手付解除が認められなかった事例

　　　　　（東京地判　平25・ 9 ・ 4  ウエストロー・ジャパン） 齊藤　智昭
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めることができる。

　Ｙは、Ｘが前記履行の提供をした状態において、Ｘ

に本件売買契約を解除したい旨を伝えたというのであ

るから、Ｘは、Ｙが手付解除の意思表示をする前に、

履行の着手をしたと認められる。

　なお、Ｙは、手付金相当額ではてん補できない不測

の損害を生じさせない行為は、履行の着手には当たら

ないと主張するが、履行の着手後に、履行の着手をし

た相手方に対する手付解除が許されないのは、履行の

着手に要した費用の損害をてん補するためだけではな

く、契約が履行されるものとして行動した者の期待を

保護し、売買契約が履行されなかったことによって不

測の損害が生じ得ることを防止するためであるから、

履行の着手の有無は、手付解除の意思表示をするまで

の相手方の行為から客観的に判断すべきであり、結果

として、手付金相当額を超える損害が生じたか否かを

判断基準とすべきではないと解するのが相当である。

②　Ｘの説明義務違反の有無について

（Ｙは仲介業者から、違約金について説明を受けたと

認められる以上、Ｘが業者であったとしても、改めて

その内容を説明する義務はなく、解除意思表示の際も

同様に解されるとして、Ｙの主張は採用されなかっ

た。）

③　信義則違反・権利濫用の有無について

（同時処理方式自体は売買契約に反する担保権抹消方

法とは言えないこと、Ｘの違約金に関する説明義務が

ないこと、宅建業法に照らしても売買金額の20%の違

約金が過大とは言えないことを踏まえ、本件違約条項

に基づく請求が信義則違反や権利濫用に該当し許され

ないとは認められないとした。）

３　ま　と　め
　本件は、売主の履行の着手が認められた事例である。

売主は必要な準備を整えて決済の場に臨んだのである

から、履行の着手として争いようのない内容であり、

当判決の判断は疑問の余地のないものと言える。当然

の結果であるが今後の参考としていただきたい。

　紙面の関係で割愛したが、本件では、決済前日に買

主が買側業者に対し、「本契約を解除した場合に手付

金以外に費用が掛かるか」と質問し、解約意思がある

と思いもしなかった担当者が、「手付金以外に必要な

い」と回答したことが認定されている。担当者が買主

の意向を認識し得なかった点はやむを得ないが、決済

日前日の段階で売主側の履行の着手による手付解除の

制限について全く言及していない点には疑問を感じる。

この点について言及していれば、買主もそれを踏まえ

て判断したであろうし、本件もここまでの争いになら

ず、仲介業者としても無用な争いに巻き込まれず済ん

だと思われる。同様の事案を扱う場合には十分ご注意

いただきたい。

　なお、本件では抵当権の同時処理方式について「本

件売買契約における担保権抹消登記手続は所有権移転

の時期までに行うとされており、所有権移転は売買代

金の支払がなされたときとされていることから、同方

式が本件売買契約に反するものとはいえない。」とし

ている。同時処理方式について疑問を感じていた方に

は参考となる意見と思われるので加えて紹介しておく。

（調査研究部調査役）
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期日 内　　　　　容 期日 内　　　　　容

4㈭
9㈫
15㈪
17㈬
18㈭

24㈬

13㈫
14㈬
17㈯
19㈪
21㈬
22㈭
23㈮
26㈪
29㈭
30㈮

2㈪
6㈮
10㈫

 
13㈮
16㈪
17㈫

19㈭
20㈮

26㈭

27㈮

於大阪　松村、西村、大林
於会館　藤村
於東京　五郎丸
於東京　西村、神田
於会館　出席者12名
於会館　出席者31名
於山口　塩田
 
於山口　五郎丸、森口、上原、境田
於東京　五郎丸　
於下関　五郎丸
於東京　神田
於岩国　五郎丸
於山口　出席者15名
於会館　出席者11名
於広島　塩田
於会館　出席者11名
於会館　出席者11名

於山口　出席者194名
於山口　塩田
於会館　清水
於佐賀　五郎丸
於佐賀　五郎丸
於会館 出席者11名
於会館 出席者31名
於広島 五郎丸
於広島　五郎丸
於広島　五郎丸、塩田
於広島　五郎丸
於大阪　池田、神田
於大阪　大林
於会館　出席者6名
於会館 －
於山口 西村

平成26年12月分　行動経過

平成27年1月分　行動経過

平成27年2月分　行動経過
苦情解決・弁済・求償業務合同研修会
第5回宅建主任者法定講習会
全宅連情報提供委員会
宅建試験　事務総括会議
第5回常務理事会
第6回理事会
第2回居住支援協議会設立準備会

山口県知事挨拶
都道府県協会長・本部長会議
下関支部新年会
都道府県宅建協会・本部事務局長会議
岩国支部新年互礼会　
人権啓発研究集会
第５回法務委員会
西日本不動産流通機構 企画システム委員会
第５回業務委員会
第５回総務委員会

第2回山口県不動産研修会
第2回住宅リフォーム推進委員会
第6回宅建主任者法定講習会
全宅連西日本地区指定流通機構協議会代表者連絡会
園田佐賀県宅建協会前会長旭日雙光章受章祝賀会
第6回常務理事会
第7回理事会
不動産コンシェルジュ中国地区協議会全体会議
全宅連中国地区会長会
西日本不動産流通機構企画システム委員会
西日本不動産流通機構業務執行理事会
公益法人制度・組織運営に関するブロック研修会
平成27年度法定講習ブロック説明会
第3回正副会長・委員長会議
第6回法務委員会
山口県地域生活定着支援センター連絡会議

宅建ブログ「教学相長」
……ホスピタリティ（おもてなし）

～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

　少し前に京都へ行った。天気はあいにくの雨模様。その時乗車した観
光タクシーの運転手さんは大変勉強しておられ、各地での説明も流暢で
分かり易く、ありがたく聞いた。
　おまけに傘まで用意して頂いた。その傘の色は薄茶色で他の観光客の
傘の中で目立っていた。運転手さんの話によれば、大勢の中でお客様の
見分けがつけ易いからとのこと。その上、その運転手さんは、昔沖縄でサ
ミットがあった時にはサミット関係者の運転手に選考された、と胸を張っ
て言っておられた。運転手としては大ベテランであろう。 
　が…以前私はあるエッセイを読んだことがあった。著者は女性で、次
の様なことが書いてあった。
　私が一人旅をしていると、あいにくの雨になった。観光タクシーに乗り
観光していたところ、最初の観光地で小さな傘を貸してくれた。「少し小
さいのでは？？」 と思っていたのだが、そこは観光客が多かった為雑踏
の中を歩くには丁度良い大きさだった。 
　次の観光地では透明な傘を用意してくれた。少し上の景色を見るのに
とても都合が良かった。その次は大きな傘を用意してくれた。そこは広々
としたところで横殴りの雨が降っていたので助かった。折角の旅が雨で
台無しになるところだったが、この運転手の心遣いが今でも忘れられず、
良い想い出となっている。という話しだ。
　方や当たり前のことをしているだけ、エッセーでの話は観光地を知り
尽くした心憎い心遣いである。
　我 サ々ービス業に従事するものとして、
　当たり前のことすら出来ていないのではないか？
　当たり前のことをしただけで満足しているのではないか？
と、改めてホスピタリティ（おもてなし）の事を考えさせられる話であった。

大臣⑺3995
⑴ 3 4 7 0
⑴ 3 4 7 1
⑴ 3 4 7 3
⑴ 3 4 7 4
⑴ 3 4 7 6
大臣⑴8700
⑴ 3 4 7 7
⑴ 3 4 7 8

下関
山口
下関
下関
下関
山口
下関
周南
下関

泰平建設㈱下関営業所
㈱ロール
エステートナビ㈱
㈱アースライヴ
㈱林不動産
㈲イー・アイ
大英産業㈱下関店
おいでませ不動産
オカモト不動産

森永　友広
大下　憲彰
前田　憲孝
金田勇次郎
林　　豪秀
石田　悦郎
畑中　嘉寿
山本　　寿
岡本　鎭雄

1
2
3
4
5
6
7
8
9

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

入　　　　会

⑴ 3 4 8 0
⑴ 3 4 8 1

⑹ 2 3 4 9
⑷ 2 8 3 6
⑹ 2 4 5 4
⒀ 5 2 5
⑶ 2 9 5 1

下関
宇部

山口
宇部
柳井
周南
周南

㈱アオマツホーム
（同）アライブ

㈲石川エンタープライズ
ベルデ不動産
宅建ヨシタケ
協和開発㈱
㈲ヒット工務店

青松　永哲
西原　順子

石川　昭治
本田　芳照
吉武　譲二
形岡　厚生
田中　博史

10
11

1
2
3
4
5

支部No 免許番号 商　号 代 表 者

退　　　　会
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宇部支部　志　馬　　　敬

51 宇部支部
宇部支部　土岐山　雪　絵

昨今の健康ブームの影響なのか全国各地で市民マラソン大
会が開催され、どこも趣向を凝らした市民参加型のイベントと
して盛り上がっています。その中でも国内最大規模の大会とい
えば、やはり約36,000人のランナーが参加する東京マラソン
ではないでしょうか。大勢のランナーと東京の街中を走りたい
と思う人は多いでしょう。しかしその大会に参加できるのは競
争率10倍といわれる抽選に当選した幸運に恵まれた人達だけ
で、毎年応募しても当選しない人や連続当選する人もいるので
まさに神頼みの大会です。そんな東京マラソンに幸運の女神が
舞い降りてきたのか、当選メールが届いたときは思わず舞い上
がってしまい、貴重なチャンスを最大限に楽しまなければと拳
に力が入りました。
フルマラソン42.195kmのコースは東京都庁をスタートして

飯田橋から皇居前広場を通り品川で折り返し、日比谷から銀座
を通り浅草でまた折り返します。そして再び銀座へ向かいフィ
ニッシュの東京ビッグサイトを目指します。走っていて沿道の応
援が途切れることなく続くのはこの大会の規模を表しています。
また走りながら東京タワーや東京スカイツリーが見えると記念
写真を撮るランナーも多く、ただ走るだけでなくちゃっかり名所
巡りを堪能できるのもこの大会の素敵なところです。
それから東京マラソンを始め参加者が10,000人を超えるよ

うな都市マラソン大会の楽しみのひとつに、まるで仮装大会か
と思わせる様な衣装で走るランナーを楽しむことができます。

SF映画や人気アニメのキャラクターの格好で走ると沿道の応
援も盛大になりランナーのモチベーションも上がることでしょ
う。まさにランナーと応援が一体になるときですね。
途中で足が痛くなったものの東京の風景を楽しみながら無事

フィニッシュゲートをくぐることができました。ランナーの苦し
い表情が笑顔に変わる瞬間です。記念メダルを頂いたときは途
中の苦しさも忘れるくらい達成感に満たされていました。これも
大きな事故やトラブルも無く
運営して頂いた大会スタッフ、
そしてボランティアの方々や
沿道で声援を送ってくれた
方々のおかげであり感謝の
気持ちを伝えたいと思います。
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「秋吉台」
　秋吉台ははるか昔、遠い海で
サンゴ礁として誕生しました。
それから約3億5千万年、ドリ
ーネや鍾乳洞が発達した石灰岩
の台地、カルスト台地となりま
した。石灰岩の中にはサンゴ、
ウミユリなどの地球と秋吉台の
長い歴史を示す化石が見つかり
ます。
　秋吉台はかつては森林でした。
中世、農業の発展にともなって
日本各地で草原が誕生しました。
秋吉台でも木は切られ一面の草
原となりました。草は家畜の飼
料や有機肥料などに、また、ス
スキは屋根の材料として大切にされ、良質の草原を維持するために山焼きが行われました。秋吉台の草原は人
の営みによって生まれた自然なのです。
　秋吉台の自然の楽しみ方は人それぞれ。四季おりおりに訪ね、自分の足で歩き、風を空を岩を生き物を探検
してください。きっと、知れば知るほど好きになります。


