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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。

2

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

平成27年度会長挨拶
会員の皆様、こんにち
は。月日の経つのは早いも
ので、会長に就任して以
来、二期最後の年となりま
した。
本年まで三つの信頼構築
事業を中心として公益法人
改革、中古住宅活性化策の
会長 五郎丸 孝 士
策定と多忙な毎日を過して
参りました。公益法人改革
では、一般社団法人を選択し、今日まで大過なく運営を
して参っております。中古住宅活性化策は、その挙につ
いたばかりであり、これから魂を入れていかなければな
らないと考えております。
今、国内景気の動向は、消費増税の先送りをしたこと
や、上場企業を中心に賃上げが進んだことで、個人消費
が上向く可能性が高いことや、円安効果で海外からの旅
行者が増えていること、円安が安定していることで輸出
も昨年以上に拡大する可能性があります。
しかし経済のグローバル化により、世界経済の動向に
も注視しなければなりません。米国のドル利上げ、中国
経済の動向、ロシア危機、欧州危機の再燃、テロの脅威
等であります。その様な意味では景気の判断は難しいも
のがあります。
一方、山口県内で最近顕著な事は、経済の都市間格差
の広がりの中で、少子高齢化、人口減少問題、山口県内
企業の海外への進出等、県内経済にとってネガティブな
事が沢山ございます。
この様に将来に渡って確実に市場は小さくなることが
予測される山口県において、異業種や関連業種が資本力
や知名度をもっての流通業界への本格的な参入が県内の
宅建業者の業務を圧迫していくことは目に見えておりま
す。その様な環境のなかで山口県においては政府が重要
課題として取り組んでいる「地方創生」がスタートし、
地域間競争がますます激化していく中で多くの成果を得
るためにピーアール方法に工夫を凝らし、「○○するな
ら山口県」として、その分野では日本一をめざしている
ことを強く印象付けようとしておられます。
それは「結婚・子育てするなら山口県」「立地するなら
山口県」「創業するなら山口県」「就業するなら山口県」
「移住するなら山口県」と五つの分野を今年度は重点的に
ピーアールされるそうです。宅建協会としてもお手伝いで
きることは積極的にしていきたいと考えております。
平成27年度の宅建協会の運営方針につきましては、行
政と伴に、この厳しく困難な経済環境の時代を切り開い
ていくことを念頭に置き、就任以来の基本的な施策であ
ります、「三つの信頼」に関する事業を中心に行いたい

と思います。
新たな事業としては先ほども申し上げた通り、行政の
協力を得ながら「空き家住宅の活用」のための相談会を
11月23日に行います。又無料相談業務等を通じて、消費
者の皆様の意見を集約し、協会運営に役立たせたいと考
えております。
要は「不動産業界の常識が世間の非常識」となってい
ないか、今一度検証してみたいと思います。
私達の職業も士業となり、社会からの要求がより一層
の高いものになると思われます。「コンプライアンス」
という言葉をよく耳にされると思います。この意味はご
存知のように、企業が法令や社会規範、企業倫理を守る
こと、又は法令を遵守することであります。一般的には
法令遵守といった狭い理解をしてしまいがちですが、職
業倫理や社会規範を遵守することも「コンプライアン
ス」として大事なことであります。
ところで国交省は、レインズにステータス管理の導入
をする方向であります。レインズ上で取引段階（ステー
タス）を表示しその情報を売主が確認できる仕組みを構
築することで、元付業者が売主や客付業者に正確な取引
状況を伝える構造として導入するものであります。
情報項目も耐震基準適合証明書の有無、瑕疵保険、事
前適合検査の合格の可否、インスペクションの実施、住
宅履歴、リフォーム関係等、情報項目の追加が予定され
ております。
また、重要事項説明書にも瑕疵保険とインスペクション
の記載が検討されており、更に民法改正も現実味をおびて
参りましたし、新しい戸建住宅価格査定マニュアルの改
訂版も本年度にはリリースされることと思います。いず
れも研修会で対応させて頂きたいと考えております。
昨年、国交省より住宅政策をフローからストックへと
変更して以来、流通業界は法律や制度の改革と大きく様
変わりしているようです。
我々零細業者は団結し、一体となって現下の厳しい市
場環境を克服していかなければなりません。その為にハ
トマークサイト山口に物件を集中し、ハトマークＲ住宅
に沿った中古住宅の情報提供等、安心・安全な物件の紹
介に努めることが重要であります。
一方では今日までの業態から大きく踏み出し、全く新
しい世界を創造する時期にきているのではないでしょう
か…。今年は会員の皆様と一緒にこの事を考えていきた
いと思っています。
会員の皆様の意識や選択、行動次第で山口県宅建協会
の未来は明るいものになると信じます。
結びと致しまして、会員の皆様のご健勝とご繁栄を祈
念致しまして、平成27年度のご挨拶といたします。
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5月26日㈫山口県不動産会館において、第56回（一社）

議長より、会員総会運営規則第十二条第一項に基づき

山口県宅地建物取引業協会定時総会ならびに、第43回

定足数の報告がなされ、総正会員数796名、出席正会員数

（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部定時総会

641名（内訳 会場出席者89名、委任状出席者552名）。

を開催いたしました。

これにより、出席正会員数は総会員数の二分の一以上であ

多くの来賓の皆様をお迎えし、開会の辞を森口副会長
（岩国支部）が述べられ、物故会員への黙祷、来賓紹介と

るので、本総会は有効に成立した旨を宣言し、議事に入り
ました。

続き、五郎丸会長の挨拶と来賓祝辞、祝電披露と続きまし

会議中協会員の方よりご質問ご意見が飛び交い、活気あ

た。議長団選出において、長鐵開発(有)の植野善男氏（下

る総会となりました。皆様の協会に対する熱い思いが伝わ

関支部）、(有)シー・エス・ジェイの田中優（岩国支部）

りました。協会閉会の辞は上原副会長（下関支部）がされ

の両名を指名致しました。

て閉会となりました。

平成27年度 スローガン
安心と安全を「ハトマークR住宅」
で届けよう！！
増やそう登録物件、
拡げよう
「ハトマークサイト山口」
！！
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専 門 委 員 会 報 告

総務委員会
総務委員長

池田周太

平成27年５月26日に第56回の総
会を無事開会・閉会できました。会員
の皆様には、県本部運営にご理解を賜
り、ありがとうございました。
総務委員会では効率的な県事業運営
を図るとともに、健全な協会運営を目
標として、諸会議の開催を行っています。協会運営の基本コン
セプトである「３つの信頼」事業の的確な運営を図るため、倫
理規定・違反調査等事務処理規定等の諸規定について、会員に

対する研修の充実を図るとともに、協会対会員・会員対会員の
信頼構築に努めます。また、業務委員会・法務委員会との綿密
な連携により、会員サービスである共益事業の拡大を致し
ます。
昨年度より事務局の管理及び総括を行っております。本年度
は、職員の担当・配置換えにより、以前より効率的な事務局運
営を目指して参ります。それにもまして、県協会の組織の在り
方も変革を必要とする時期にありますので、総務委員会で十分
な討議をして参ります。

業務委員会
業務委員長

塩田博志

業務委員会におきましては、中古住
宅流通の柱として『ハトマークR住宅』
の普及を目的とした講習会を開催し、
多くの会員の皆様にハトマークR住宅推
進店として登録をいただきました。国
土交通省は今後、市場に出す中古住宅
に対して建物の事前調査を義務づけるべく動いており、山口県
宅建協会の会員の皆様はこの動きに対していち早く準備を整え
ることができたのではないかと考えております。引き続き業界
動向やハトマークR住宅に対する理解を深めていただき、より多
くの登録、そして成約へと繋げていただければと思います。
価格査定システムに関しましては、利用していただいた会員
の皆様から大変好評をいただいております。未利用会員への声
掛け等をしていただき、適正な価格提案を通じて協会の信頼

アップへと繋げていただきたくお願い申し上げます。
ハトマークR住宅や価格査定等をはじめ、ハトマークサイト山
口は益々充実をしております。会員の皆様には是非ハトマーク
サイト山口へと物件登録を集約していただき、より強いツール
として活用していただけるようお願い申し上げます。
本年度の大きなイベントとして、来る11月23日に県下一斉に
空き家相談会を実施する予定です。TVCM等メディアを通して
告知をし、県や市町村、関係団体とも連携を図り、この大きな
社会問題に対して協会全体で真剣に取り組んでいかなければな
らないと考えております。
本気で仕事に取り組んでおられる会員の皆様からの要望に、
しっかりと対応できる仕組みやサービスの提供を心がけて参り
ますので、更なるご支援をお願い申し上げまして業務委員会報
告とさせていただきます。

法務委員会
法務委員長

西村俊爾

５月26日に平成27年度総会も無事
終了し、法務委員会の本年度の事業計
画が承認されました。事業計画全般に
つきましては総会資料に記載しており
ますが、特に本年の重点的な事業内容
について御報告致します。
①本年度より宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ名称
が変更され、同時に宅地建物取引業法の一部が改正されま
した。 改正業法では宅地建物取引士の業務処理の原則と
して「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の定める事務を行う」とされたほか、
「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」とコンプライアンス精神の遵守がうたわれ
ています。又、不動産取引のプロとして「宅地建物の取引
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」と常に「士業」にふさわしい人格と能力を

備えることもうたわれています。
②本年は120年ぶりに民法の大改正が行われます。本年３月
31日、民法改正案が国会へ提出されました。今後、国会
で可決されれば法律として成立後、２年間の猶予期間を経
て、平成29年から施行される見通しです。我々にとって
重要なことは、賃貸借契約に関して現状では「敷金」の定
義がありませんでしたが、「いかなる名儀をもってするか
を問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借
入の、賃貸人に対する金銭債務を担保する金銭」と定義さ
れ、又、契約終了後、敷金は原則として借主に返還する旨
の内容を新たに加えています。原状回復では通常使用の損
耗と経年劣化の原状回復義務を負わないとし、それ以外で
は原状に復する義務を負うとしています。今回の改正は
賃貸業にも大きく影響してくると思われます。本年は県本
部、各支部の研修会を通して研鑽が必要です。研修にはぜ
ひ多くの会員、従業者の方々の参加をお願い致します。
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税制改正のポイント

平成27年度税制改正のポイント
平成27年度の税制改正について、平成27年３月31日に可決・成立し、４月１日より施行されました。不動産に関連する
項目として、住宅資金等贈与制度の拡充や、中古住宅の買取再販、住宅ローン減税の延伸等、住宅取得に係るものについて、
紹介させていただきます。

１．住宅取得資金等贈与にかかる贈与税非課税制度の延長及び拡充
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合について、贈与税を非課税とする制度が、平成31年６月30日まで延長さ
れます。
また、平成27年１月から平成28年９月に「左記以外の方」欄の非課税限度額の適用を受けた方は、再度「消費税率10％が
適用される方」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能。（例：平成27年に1,500万円の贈与を受けて住宅を取得し、そ
の後平成29年６月に、さらに贈与を受けてリフォーム）
●住宅取得資金等贈与に係る贈与税の非課税限度額
契約年月

消費税率10％が適用される方
質の高い住宅

左記以外の方（※）

左記以外の住宅（一般）

質の高い住宅

左記以外の住宅（一般）

平成27年１月～12月

1,500万円

1,000万円

平成28年１月～９月

1,200万円

700万円

平成28年10月～29年９月

3,000万円

2,500万円

1,200万円

700万円

平成29年10月～30年９月

1,500万円

1,000万円

1,000万円

500万円

平成30年10月～31年６月

1,200万円

700万円

800万円

300万円

※：消費税率８%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得し、消費税が非課税となる方
●「質の高い住宅」…次のいずれかの性能を満たす住宅
（新築住宅の新築又は取得の場合）
①省エネルギー性の高い住宅（断熱等性能等級４又は一次エネルギ
ー消費量等級4）
②耐震性の高い住宅（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上又
は免震建築物）
③バリアフリー性の高い住宅（高齢者等配慮対策等級3以上）

●本措置の適用対象となるリフォーム工事
現行：大規模増改築、耐震リフォーム等
追加：省エネ、バリアフリー給排水管等の
リフォーム

２．中古住宅の買取再販に係る特例措置の創設
買取再販事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一
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築年月日

控除額

定の向上を図るためのリフォームをした後に消費者に販

平成9年4月1日～

1,200万円

売する場合において、買取再販事業者の取得に係る不動

平成元年4月1日～平成9年3月31日

1,000万円

産取得税を軽減する措置が創設されます。具体的には、

昭和60年7月1日～平成元年3月31日

450万円

中古住宅の築年月日に応じて、課税標準から右記の額を

昭和56年7月1日～昭和60年6月30日

420万円

控除されます。

昭和51年1月1日～昭和56年6月30日

350万円

税制改正のポイント

３．特定の事業用資産の買替特例措置の延長

【現行】一律80％

所有期間10年超の事業用資産を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した場合に、当該譲渡益について課税の繰延べ
を認める特例措置の適用期限が、平成29年３月31日まで
２年３ヶ月間延長されるとともに、課税繰延べ率が右記
のとおり見直されます。

４．住宅ローン減税の適用時期の延伸
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、

【改正後】
・地方⇒東京23区への買換え：70％
・地方⇒首都圏近郊整備地帯等への買替：75％
・その他：80％（現行通り）

●住宅ローン減税による控除額（平成31年6月末までに入居の場合
に適用）
（ ）内は長期優良住宅又は低炭素住宅の場合

一定期間にわたって、住宅ローンの年末残高に応じて一

（1）消費税率が8％又は10％の場合

定割合の所得税から控除される住宅ローン減税が延伸さ

控除対象
借入限度額

控除率

控除
期間

4,000万円
(5,000万円)

1.0％

10年

れ、平成31年6月末まで入居した場合に適用されます。
また、住宅ローンを受ける要件については下記のとお
りとなっておりますので、併せてご確認ください。

【住宅ローン減税

所得税からの 住民税からの
控除限度額
控除上限額
400万円
(500万円)

136,500円／年

（2）消費税が課税されない個人間売買の場合
控除対象
借入限度額

控除率

控除
期間

2,000万円
(3,000万円)

1.0％

10年

所得税からの 住民税からの
控除限度額
控除上限額
200万円
(300万円)

97,500円／年

適用要件】

新築の場合

①新築住宅を取得し、平成31年６月30日までに居住の用に供すること
②工事完了の日または取得して６ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④居住用と居住用以外の部分（例：店舗）があるときは、床面積の２分の１以上が居住用であること。この際は居住用の
部分のみが控除の対象となる。

中古住宅の場合

①新築住宅を取得し、平成31年６月30日までに居住の用に供すること
②「新築の場合」の②～④と同じ
③次のイ）またはロ）に該当すること
イ）築年数が下記に該当する家屋であること
非耐火建築物の場合…20年以内、耐火建築物の場合…25年以内
ロ）築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入し
ているもの

増改築等の場合

①自己が所有し居住している家屋で平成31年６月30日までに増改築等を行い、同日までに入居すること
②工事費用が100万円を超えるものであること。
（補助金等の交付を受ける場合は、補助金等の金額を控除した金額）
③工事箇所が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費が全工事費用の２分の１以上であること
④増改築等後の住宅の床面積が50㎡以上であり、その２分の１以上が居住用であること
⑤増改築等を行った日から６ヶ月以内に自己の居住の用に供すること
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税制改正のポイント

５．すまい給付金等の適用時期の延伸
「すまい給付金」について、住宅を購入して引き上げ後
の消費税率が適用される方のうち、比較的所得が低いた
め住宅ローン減税の効果が限定的な方に対し、その所得に
応じて最大30万円を給付する制度です。（消費税8％の場
合）消費税率が8％の場合の給付額は次のとおりです。詳
しくは「すまい給付金」のホームページをご参照下さい。

●消費税率8％の場合の「すまい給付金」給付額
収入額の目安

給付額

425万円以下

30万円

425万円超475万円以下

20万円

475万円超510万円以下

10万円

すまい給付金のホームページ
【URL】http://sumai-kyufu.jp/

６．各種特例措置の適用期限延長
各種特例措置の適用期限が以下のとおり延長されます。
①住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の

④土地にかかる固定資産税の税負担の負担調整措置

軽減措置（平成29年３月31日まで２年延長）

（平成30年３月31日まで３年延長）

■所有権の保存登記 本則：0.4％⇒特例：0.15％

■商業地にかかる負担水準の軽減措置を含め、現行
の負担調整措置を維持

■所有権の移転登記 本則：２％⇒特例：0.3％
■抵当権の設定登記 本則：0.4％⇒特例：0.1％

⑤住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度の特例
措置（平成31年6月30日まで4年半延長）

②土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措
置（平成29年３月31日まで２年延長）

■親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制
度を選択出来る特例措置

■所有権の保存登記 本則：２％⇒特例：1.5％
③不動産取得税に係る軽減措置（平成30年３月31日ま

⑥特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得の

で３年延長）

1,500万円特別控除（平成29年12月31日まで３年

■土 地 及 び 住 宅 用 建 物 に か か る 税 率 の 軽 減 措 置

延長）
以下事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡課税

本則：４％⇒特例：３％

について1,500万円控除を適用

■宅地等の取得にかかる課税標準を２分の１とする

■開発許可を受けて行われる５ヘクタール以上の一

特例措置

団の宅地造成事業
■土地区画整理事業として行われる５ヘクタール以
上の一団の宅地造成事業

７．その他（空家等対策、消費税の軽減税率）
そのほか、今回の税制改正大綱には次の内容も盛り込まれています。
①空家等対策
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②消費税の軽減税率

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づ

消費税の軽減税率制度については、関係事業者を

く必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係

含む国民の理解を得たうえで、税率10％時に導入す

る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都

る。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、

市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する

区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検

措置を講ずる。

討を進める。

民法改正の動向

民法改正による不動産取引実務に与える影響
平成27年３月31日に、「民法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今後国会において提出、審議のうえ公布される
見込みとなっております。不動産取引に大きな影響を及ぼすものについて主だった改正点をご紹介します。
公布されるまで期間がございますが、民法改正の動向としてご参考にしていただければと思います。

○売買における「契約の趣旨に適合しない場合の売主の責任」
現行の民法での「瑕疵（担保責任）」という用語は、改正後は廃止され「契約の内容に適合しないもの」（以下、契約不適
合）という表現に変更され、それに伴う責任についても下記のように変化する見込みです。
現行の民法と改正後の比較表は下記のとおりです。
【制度の比較表】
契約不適合の場合の売主の責任
（要綱）

瑕疵担保責任（現行民法）
法的性質

法的責任

契約責任

対象

隠れた瑕疵

目的物が、種類、品質又は数量に関して契
約の内容に適合しないもの

買主の要件

善意・無過失

善意・無過失は要件とされない

売主の要件

無過失責任

帰責事由がない場合は免責

責任の内容

契約解除

○

買主が契約の目的を達することがで
きない場合は解除可

○

債務不履行が軽微なときは解除不可

損害賠償

○

賠償範囲は信頼利益（*1）に限る

○

賠償範囲は他の契約違反同様、履行
利益（*2）に及ぶ

追完

×

代金減額

△

買主の権利行使の期間

○
数量不足の時は可

○

売主に帰責事由がない場合も可

瑕疵を知ってから１年以内に契約解除・損 不適合の事実を知ってから１年以内に契約
害賠償の請求
不適合の事実を売主に通知

（*1）信頼利益…契約が無効である場合に、本来契約が有効だと信じたことによって、生じた損害や払う必要のなかった
費用（例：物件の検査や広告費用、不動産購入資金借入の利息等）
（*2）履行利益…契約が有効に成立した場合に、それが完全に履行されることによって債権者（買主）が受けるであろう
利益（例：物件の利用や転売による利益等）

○賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
現行の民法では、賃料減額請求権が行使されて初めて賃料減額の効果が生じますが、改正後は一部滅失その他の理由によっ
て使用及び収益ができなくなった時は、その割合に応じて賃料が当然に減額するものとなります。この減額等について、賃借
人の帰責事由によるものではないときに発生し、帰責事由がないことの立証責任は賃借人にあります。
また、賃料減額のみでなく、賃借人の解除権を認めており、こちらに関しては賃借人に過失がある場合でも解除権を認める
ものです。
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民法改正の動向

【賃借物の一部滅失等による賃料の減額等（民法第611条関係）】

第33条の10

賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

民法第611条の規律を次のように改めるものとする。
⑴

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借
人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ
なくなった部分の割合に応じて、減額される。

⑵

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分
のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

○貸借に係る家賃保証の極度額の設定
この度の民法改正において、個人と賃貸借契約を締結する場合は限度額を定めなければ保証に関する効力が生じなくなり
ます。
【極度額（民法第465条の２関係）】

第18条の５ 根保証
⑴

極度額
民法第465条の２の規律を次のように改めるものとする。

ア 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約（以下「根保証契約」という。）であって保証
人が法人でないもの（以下「個人根保証契約（仮称）」という。）の保証人は、主たる債務の元本、主たる債
務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された
違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
イ 個人根保証契約は、アの極度額を定めなければ、その効力を生じない。
ウ 民法第446条第２項及び第３項の規定は、個人根保証契約におけるアの極度額の定めについて準用する。

※本記事は、法務省「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」を参考、一部抜粋したほか、次の資料、書籍を参考文献とし
て記述しております。
○公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
「平成25年度 宅地建物取引のための民法改正を考える最新動向」（平成26年３月 発行）
○一般財団法人土地総合研究所
「民法改正と不動産実務」（平成27年５月11日 発行）
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山口県住宅課からのお知らせ
同和地区であるかどうかを調査したり、教えたりすることは差別行為です。
○取引関係者から同和地区について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しません。
○質問者に対しても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。
○業務において不適切な事案が発生した場合は、再発防止のため事実関係の把握を行うことがあります。
宅地建物取引業における人権に関する取組については、貴協会においても、昨年５月に取組の指針を策定され、業界におい
て人権意識の向上を図る取組について適切に推進いただいているところですが、宅地建物取引士資格を有しない従業者に対し
ましても取組指針の周知・徹底に努めていただきますようお願いいたします。

（参考）
◆宅地建物取引士資格を有しない従業者との連携について
平成27年４月１日施行の宅建業法改正に伴い、業法の解釈・運用の考え方：第31条の２関係が追加され、宅建業者による
従業者の教育について「宅地建物取引業者は、その従事者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の開
催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。」と規定されました。
宅建業における最大の使命は「取引の安全」です。取引に必要な完全確保のための措置として、重要事項の説明や契約締結
時に交付すべき書面への記名押印は、宅地建物取引士の責任において行われますが、そこに至る過程での担当者は、資格を有
しない従業者である場合も多いと思われます。
宅建業者（＝経営者）が取引士の資格を有しない従業者を教育する責務を負うのはこのたびの追加規定によっても当然です
が、取引の重要な過程に関与し、その安全を担う取引士は、当該取引に関与する資格を有しない従業者に対して、その個々の
役割を自覚させるとともに、必要な助言・指導を行い、常時、取引に関する情報を交換するなどの業務上の連携を通じて取引
士自らが取引の安全確保を図る自覚をもつ必要があります。

中国地区不動産公正取引協議会
第36回定期総会
開催日

平成27年６月19日㈮

場 所

山口県「ホテルニュータナカ」

出席者

山口県宅建協会より10名出席

６月19日㈮、中国地区不動産公正取引協議会定期総会が開催されまし
た。今年度は山口県が主催地であり、司会進行に森口副会長、議長に五郎
丸会長が就任され、総会が執り行われました。
平成27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の開催報告、相談等の調査指導事業の実
施状況等、公正競争規約の適正な執行の増進に努めるべく、事業を実施し
た旨説明がありました。山口県宅建協会においても、会報「宅建やまぐち」への掲載等により、不動産の表示規約や不動産の
景品規約に関する注意事項をお伝えして参りたいと考えております。また、不動産広告の作成に際しましては、「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。
総会の最後に、広島県宅建協会 浅利様が、次回の定期総会を広島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。
総会終了後、山口県の幕末・維新に関する歴史に造詣の深いＮＰＯ法人防長史楽会 理事長 松前
了嗣様を講師に迎え、「吉田松陰と萩往還」にまつわる幕末の山口についてご講演いただきました。
現在、大河ドラマで「花燃ゆ」が放映されている中、今後物語の更なる盛り上がりを期待させられる
とともに、明治維新150年に向け、山口県の気運が高まることを感じる講演でした。
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社会保険労務士よりお知らせ

人事・労務情報

株式会社人事情報システム
代表取締役・社会保険労務士

藤田良三

特集「退職後も秘密保持・守秘義務を課すためには」
会社に長く勤務して重要な営業・顧客情報やノウハウを取り扱う業務を行っていた従業員が退職する場合（特に何らかのトラブ
ルで退職する場合）、その情報が他社に漏らされることは、会社としては何とか避けねばなりません。
従業員の秘密保持・守秘義務に関しては、就業規則に条文を設け、さらに雇用契約書、秘密保持誓約書等の中で退職後も含め、
秘密保持・守秘義務があり、違反した場合には損害賠償請求を行う趣旨の記載があると思います。
しかし、それは充分な効力を持つものでしょうか？その点について不正競争防止法では、「営業秘密を不正の利益を得る目的
で、またはその保有者に損害を与える目的で使用し、開示する行為」にはその差し止めや、損害賠償ができるとあります。ただ
し、不正競争防止法で保護される「営業秘密」は以下の①から③の要件を全て満たしていなければなりません。
①秘密管理性：従業員や外部者が管理状況を見た際、秘密として管理していると認識できる状態にあること
（情報へのアクセス制限、情報アクセス者が秘密と認識できる）
②有用性：事業活動使用で経営に役立つこと（ノウハウ、顧客名簿、仕入先リスト、営業マニュアル等）
③非公然性：公然と知られていないこと（情報保有者の管理下以外では一般に入手できない）
よって抽象的に「退職後も営業秘密を漏らしてはならない」では、何が自社の営業秘密なのか限定されておらず（すべて営業秘
密だ。では通用しません）、いざ、損害賠償という段になって不正競争防止法で保護されるべき営業秘密として認められないとい
うことになりかねません。そこで、就業規則では総体的に秘密保持について言及し、雇用契約書、秘密保持・守秘義務誓約書にお
いて「○○に関する情報」というように具体的内容を列挙・限定して定めておくことが望ましいです。
実際には、退職後まで制約・監視することは困難ですので、常日頃から社内で機密情報管理・漏洩防止・教育研修体制を徹底
し、情報を社外に持ち出せないようにする、もし持ち出し、漏洩させた場合には会社は持ち出した者に対して強い態度で臨むとい
うことを周知しておくことが肝要です。従業員を信用することは大事ですが、常日頃からの警戒も必要ですね。
もうひとつ、社員が退職後、同業者に転職したり、同業種で開業したりすることを止めさせられないかということがあります
が、これについては憲法で職業選択の自由が認められているため、明らかに従前の会社の営業活動を妨害するための転職・開業で
もない限り、転職・開業等を阻止するのは困難です。
☞ブラック企業に対する社会的制裁は年々厳しくなっています。適正な労務管理を行いましょう。

■従業員に対する損害賠償■

従業員による仕事中のミスによって会社が経済的損失を被る
ことがあります。従業員に対する損害賠償については、民法第
415条（債務不履行）、民法709条（不法行為）に該当するか
どうかで判断されますが、損害賠償の負担割合は、従業員の不
注意の程度によっておおむね次のように異なります。
①軽度の過失（些細な不注意）：事業活動の必要コストとして
とらえられ、損害賠償の請求は基本的にできません。
②中度の過失：通常業務の遂行中に予想されるケース（軽度の
過失）を超えている場合は、従業員に損害賠償責任が生じ
ますが会社が賠償請求できるのは損害額の25％程度が裁判
例での限界です。
③故意又は重大な過失：窃盗・横領といった故意による損害
については、全額賠償させることができます。また、飲酒
運転や違法行為など、通常では考えられないような事故に
よって損害が生じた場合は、会社は相当の賠償を求めるこ
とができます。故意・重度の過失があった場合に損害賠償
の責を負うことは就業規則に明示しておきましょう。

■労働裁判情報■
大和証券などに賠償命令＝「追い出し部屋」で退職迫る―大阪地裁
大和証券からグループ会社の日の出証券に転籍の上、退職
を迫る「追い出し部屋」で勤務させられたとして、男性社員
（42）が両社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が大
阪地裁であった。裁判官は一人きりの別室勤務、新規顧客開拓
業務への専従について、「退職に追い込むための組織的な嫌が
らせで悪質」と指摘し、両社に150万円を支払うよう命じた。
退職の強要はほとんど会社側が負けますね。
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■労働関係法律改正情報■
「パートタイム労働法」改正、平成27年4月1日から施行
１ パートタイム労働者の公正な待遇の確保
担う仕事の内容や責任の範囲が正社員と同様で、人事異
動や転勤などについても正社員と同様に処遇されるパート
タイム労働者については、有期労働契約であっても、「正
社員との差別的取扱い」が禁止されることとなりました。
２ 「パートタイム労働者」の納得性を高める
パートタイム労働者を新たに雇った場合や契約更新をし
た場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについ
て、事業主はパートタイム労働者に分かりやすく説明しな
ければならないこととなりました。さらに、パートタイム
労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整
備しなければなりません。例えば相談窓口となる担当者を
決めて対応させたり、事業主自身が相談担当者となって対
応したりすることを指します。
「相談窓口」（担当者名、役職、担当部署など）は文書
の交付等により周知する必要があります。
３ パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
パートタイム労働法に違反し、改善勧告に従わない場合
は、事業主の名前が公表されます。また、パートタイム労
働法で定められた報告をしなかったり、虚偽の報告をした
りした事業主には、20万円以下の過料が科せられます。
パートタイム労働者の雇用管理には従来以上の注意が必要
です。相談窓口については早急に決め、雇用契約書で明示
しましょう。

支 部 だ よ り

防
府

hohu

第５回
防府支部通常社員総会開催

平成27年４月20日㈪13時より カリヨン203 ルージュホールに
て、第29回防府宅建業税務協議会定期総会並びに第５回（一社）山
口県宅建協会防府支部通常社員総会を委任状出席を含め69名で開催
された。
宇多村理事の開会の辞の後、本年度ご逝去された物故会員の追悼
が行われた。
次に中川支部長が宅地建物取引士への名称変更に伴い、消費者へ
安全安心を与えられるよう業界の資質向上・責任の重さについての
挨拶があった。
その後、リンザイ株式会社片岡義正氏が議長に選出され、定足数
が発表され本総会が成立することが宣言された。

総会次第に沿って、議長
によるスムーズな議事進行
が行われ、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、第１号議案
より第６号議案が上程された。今年度の主な事業としての「空き家
相談会」の実施、支部のホームページに関する「ＩＴ推進事業」、
「研修事業」についての計画等も発表され全議案とも挙手多数によ
り異議なく可決された。
全ての議案が承認され、防府支部の27年度がスタートとなった。

企画研修委員会の活動について
企画研修委員長

上田清侍

防府支部では業務委員会の中に、企画研修委員会があります。月
に一度企画研修委員会を開催し、研修をしたり価格査定の準備をし
ています。
４月16日㈭には15名の参加で空家対策について会員自らが勉強
し、発表する研修と、市役所生活環境部空家対策推進室の方をお迎
えしての研修を行いました。
■研修内容：
研修１ 空家等対策の推進に関する特別措置法について
（日商友希株式会社 越智）
①空家の状況
「平成25年総務省実施の住宅・土地統計調査速報値（平成26年７
月29日公表）によると、総世帯数に対して住宅総数が上回ってお
り、７軒に１軒が空家となっている。
②空家等対策措置法の成り立ち
空家の増加に対し、以下の問題発生が危惧されている。
・防犯面（倒壊の恐れ）
・景観上の問題（街並みが歯抜けになる）
・衛生上の問題（雑草の繁茂、ゴミの不法投棄）
・防犯上の問題（不審者の居住）
上記から、平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特
別措置法」が成立。
（平成27年５月26日 完全施行）
③空家対策の基本的な考え方
市町村は空家の所有者に対し、適切な管理をする為の情報の提
供、助言と必要な援助を行う様努める（第12条）
④特定空家とは
・倒壊等の著しく保安上の危険がある状態
・衛生上、著しく有害となる恐れのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他周辺生活環境の保全の為、放置する事が不適切である状態
⑤各行政庁の役割
国
…特定空家等対策に関するガイドラインの策定
財政・税制上の措置を実施
都道府県…空家等対策計画の作成・実施に関する市町村への援助
市町村 …空家等対策の体制整備
空家等対策計画の作成、必要な措置の実施
⑥空き家の情報収集について
・市町村は法律で規定する限度内で、空家等へ立ち入り調査でき
る。（第９条）
・立ち入りを拒み、妨げ、または忌避したものには、20万円の過
料に処する。
（第16条の２）

・固定資産税情報の内部利用
（空家等の所有者把握の為）
・市町村は空家等に関する
データベースの整備等を行
う様に努力する。（第11条）
・市町村は空家やその跡地の情報提供やその活用の為の対策を実
施する。（第13条）
⑦特定空家等に対する措置
（行政・財政・税制）
・行政措置
除去、修繕、立木竹の伐採等の指導、助言、勧告、命令が可能。
また、強制執行が可能であり、市町村の命令に違反した場合は
50万円以下の過料。
（第16条の２）
・財政・税政上の措置
空家等対策を円滑に実施できる様、国や都道府県が市町村に対
し、実施費用の補助、地方交付税制度の拡充、必要な税制措置
を行う。
研修２

防府市の空家対策の実情について
（講師：防府市役所生活環境部空家対策推進室 河邉様）
①防府市内の空家対策について
防府市内の具体的な実施内容を写真で確認。
強制執行は防府市には実例が無いが、県外には実例がある。
現在継続中の案件は、平成26年度末で109件ある。
②移住ナビの実施について、宅建業者への物件登録の依頼。後日研
修にお越しいただく。
■今後の問題点と課題点について
・地方自治体による空家バンクの設定や、改修費・解体費の補助が
求められる。
・中古住宅不動産市場に適さない（立地条件が悪い、法令により再
建築不可）空家をどうするか？
・地方自治体と不動産業者の情報交換を始めとする連携が必要で
ある。
（相続未登記等で所有者特定が困難な空家への働きかけ等）
・行政が空家対策を行っている事を、もっとPRすることが必要。
それが中古住宅市場の活性化に繋がる。
・空家バンクがどれだけ空家対策になるのかが不明。住んでみたい
というまちの魅力も必要である。
・移住ナビは不動産広告のガイドラインに沿っているかどうか確認
必要。
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下
関

shimonoseki

第３回
下関支部

下関支部通常総会

総務委員長

西山菊市

（一社）山口県宅建協会下関支部は４月21日㈫にシー
モールパレスに於いて通常総会を行いました。
一人でも多くの会員さんに総会に出席して頂きたいの
で今年は研修会、懇親会を同時に開催いたしました。
先ず、山口県土木建築部住宅課

キョーワの片岡宗人さんの両氏を議長に指名を致しまし
た。香川議長より定足数の報告が行われ総正会員数166
名、出席正会員数145名（会場出席48名・委任状出席

主任の中司昭夫様を

97名）で出席正会員数は総会員数の二分の一以上である

講師に迎え研修会を行いました。「宅地建物取引士の使

ので、本総会は有効に成立した旨を宣言し議事に入りま

命と役割(宅地建物取引業とコンプライアンス)」について

した。「ハトマークサイト山口」や「Eメールの普及促

ご講演頂き、その後、通常総会へと移りました。

進」、「センターメール（支部の物件広告）」について

総会では司会を植野善男総務副委員長、開会の辞を上
原祥典副支部長がそれぞれ担当され、皆で国歌斉唱をし
た後、林眞一郎支部長が挨拶をされました。
又、来賓には下関税務署資産課税部門

審理専門官

理綱領の唱和、平成27年度スローガン「臥薪嘗胆」の説
明、祝電披露がありました。

のご意見を頂きました。閉会の辞を白川保副支部長がさ
れて閉会となりました。
総会終了後、懇親会に入りました。52名の方が参加さ

瀬戸昌太様をお迎えし、ご挨拶を頂きました。続いて倫
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議事にあたり、執行部が㈱かがわの香川博さんと㈱

れ、新入会員のご紹介等も有り大変盛り上がりました。

支 部 だ よ り

支部研修会
下関支部

業務委員長

大 田 耕一郎

４月21日に開催した下関支部通常総会に併せて、山
口県土木建築部住宅課主任

ており、相手方や社会からの信用を傷つける行為をして

中司昭夫様を講師にお招き

はならない）。③宅地建物取引士の知識及び能力の維持

し、「宅地建物取引士の使命と役割」を演題に支部研修

向上（我々は専門家として常に最新の法令等を的確に把

会を開催しました。

握し、また、実務能力を磨き知識を向上するように努め

今回の宅地建物取引業法の改正により、「宅地建物取
引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に改めるととも

なければならない。また、従業者に対しても必要な教育
を努めなければならない）。

に、三つの規定の新設や業法の解釈・運用の考え方の項

この研修により、従来の資格「宅地建物取引主任者」

目追加が行われました。新設内容は後記のとおりです。

の名称が変更になったということに留まらず、不動産取

①宅地建物取引士の業務処理の原則（我々は専門家とし

引全般に関する専門家として取引の安全確保・購入者等

て購入者の利益を保護し円滑な流通に資するよう公正か

の利益保護という社会的使命に基づいて業務を遂行して

つ誠実に、更に関連する業務団体と連携に努めなければ

いるのだという自覚と責任感を持つ必要性を再認識する

ならない）。②宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止

ことができました。

（我々は専門家として重要事項の説明を行う義務を負っ
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下
関

shimonoseki

下関市における空家等の対策に関する協定調印式
平成27年５月28日（木）に下関市と
（一社）山口県宅建協会下関支部及び全
日本不動産協会県本部は、空き家対策に
対する相談窓口の設置並びに下関市が主
催する相談会への派遣などを目的とし
て、下関市と協定を結びました。
調印式には林支部長、上原副支部長、
大田業務委員長が出席し、テレビや新聞
各社の取材を受けました。
これに伴い下関支部では空き家相談窓
口を設置することとなり、７月上旬の開
設に向け、業務委員会を中心に準備を進
めています。

（平成27年５月29日 毎日新聞下関版）

新入会員のご紹介
株式会社アオマツホーム
代表取締役

青松

永哲

初夏の候、会員の皆様におかれましては、益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
昨年11月に宅建業を起業し、今年１月に当協会に入会させていただきました。
下関の現状である少子高齢化や人口減少などの問題と向き合いながら、生まれも
育ちも下関であることを誇りにチャレンジ精神を忘れずに、出来る限り力を尽くし
地域の発展や活性化に貢献していければと思います。
微力ながら努力精進する所存でございますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。
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株式会社オリエンタル・ホーム
所長

下関営業所

益田

公明

初夏の候、会員の皆様におかれましては、益々ご繁栄のことお慶び申し上げます。
私どもは建売分譲住宅を専門とする飯田グループホールディングスの一員として
は初の山口県内出店となります。
「誰もがあたり前に家を買える。そんな社会を誰がつくる」をグループの社是に
掲げ、社員一同日々業務に邁進しております。お陰様で平成27年４月４日の下関営
業所開設後順調な滑り出しをみせております。これも偏に会員の皆様方の格別のお力添えの賜物と存じてお
ります。
今後は社員一同、地域活性化・雇用創出を念頭に微力ながら「山口県を元気にする」お手伝いが出来れば
と考えております。
今後とも倍旧のご愛顧を賜りますようお願い致します。
略儀ながら、書中をもって会員の皆様方のご発展とご繁栄を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂きます。

オカモト不動産
代表者

岡本

鎭雄

入梅の候、会員の皆様方にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より宅建協会の皆様方にはご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年度、２月より当協会へ入会いたしました、オカモト不動産の岡本鎭雄と申し
ます。業務内容は、売買物件の仲介を中心とした業務を行っております。
不動産業を通じて出会う方々とのご縁に心から感謝し、微力ではありますが、少し
でもお役に立てるよう日々精進していきたいと思います。会員の皆様方には、今後共、ご指導ご鞭撻のほ
ど、よろしくお願いいたします。

㈱トラストコミュニティ
取締役

山縣

雅伸

向暑の候、会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し
上げます。
弊社は下関市にて平成17年よりマンションの管理業として設立され、主に
グループ会社が供給するオーヴィジョンマンションを専門に管理を行っております。
管理業務を行っていくなかで、お客様との信頼関係も深まり売買や賃貸の相談を
多く受けるようになり、お客様のニーズに迅速な対応ができるよう宅建業を取得し、当協会へ入会させて頂
きました。
これを機会に地域の活性と発展、また当協会の繁栄に向け、鋭意努力してまいります。
末筆ながら、当協会及び会員の方のますますのご発展を祈願致しますと共にご挨拶と代えさせて頂きます。
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宇
部

ube

平成27年度

宇部支部定時総会開催

平成27年４月23日㈭14時より宇部マテ「フレッセラ
コート」において、平成27年度宇部支部定時総会が開催
されました。

されました。
続いて議長団に不二商の村田氏、アイリス不動産の荒

浅川理事の開会の辞の後、土岐山理事の司会により式

瀧氏が指名され、定足数の発表後、議事の進行に入りま

次第に沿って総会が進行されました。まず松村支部長の

した。いずれの議案も賛成多数で承認され、浅川理事の

挨拶に続き、宇部市長 久保田后子様、県議会議員 二木健

閉会の辞で閉会いたしました。

マラソン同好会
平成27年３月15日㈰に「くすのきカントリーマラソ
ン」が開催されました。宇部支部マラソン同好会からは
４名が出場されました。不二商の村田さんはフルマラソ
ンの部、オータニの志馬さん、石本住販の石本さん、
Ｈｏｍｅｗａｙの木原さんは10㌔の部です。皆さん、自
己記録更新を狙っての力走でした。暑い間は少しゆっく
りしていただき、次の大会も楽しみにしております。ガ
ンバレ、ハトマークランナー！！

18

治様、宇部日報社代表取締役 脇和也様よりの祝辞が代読

支 部 だ よ り

新規入会会員のご紹介
合同会社アライブ
代表者 西原 順子

株式会社うめの部屋
代表取締役 末岡

〒755-0046
宇部市南小串2丁目5-18-103
TEL：0836-38-5588
FAX：0836-38-5688

〒755-0083
宇部市南小羽山町1丁目2番１号
TEL：0836-39-7308
FAX：083-963-4305

この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂きまし
た、合同会社アライブの西原順子と申します。開業にあたり
沢山の方々に御協力いただいたことに深く感謝し、これか
ら、より良い会社づくり、より良い仕事を目指して邁進して
いきたいと思っております。
皆様方のご指導を仰ぐ事も多々あると思いますが、何卒、
よろしくお願い申しあげます。

この度、新しく入会させて頂きました、株式会社うめの部
屋の末岡理恵でございます。
今年の２月に起業をいたしました。『うめ』は、親戚のネ
コの名前を拝借させていただきましたが、古くから日本人に
愛されたウメの花言葉のように、皆様に忠実であり、忍耐の
ある会社にしていく所存です。
わからない事ばかりでご迷惑をおかけする事が多いとは思
いますが、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

会
○入会者（正会員）
１．西原 順子
２．末岡 理恵
３．黒木 絢也
４．土井
始
５．益田 裕子

（同）アライブ
㈱うめの部屋
㈱カチタス宇部店
富士産業㈱
㈲アフィット

員

の

新規入会
新規入会
支店長変更
代表者変更
代表者変更

○入会者（専任取引士会員）
１．上野 清美
富士産業㈱

専任取引士変更

○退会者（正会員）
１．吉田 憲守
２．武下 勝則
３．益田 正雄
４．藤田 敏彦

廃業
支店長変更
代表者変更
代表者変更

㈲丸吉商事
㈱カチタス宇部店
㈲流川ハウジング
富士産業㈱

○退会者（専任取引士会員）
１．志田 龍美
富士産業㈱

専任取引士変更

う

ご

理恵

き

〇商号変更
１．㈲アフィット
旧 ㈲流川ハウジング
〇住居表示変更
１．新光産業㈱
新 宇部市厚南中央二丁目１番14号
２．石本住販
新 宇部市厚南中央四丁目３番20号
〇電話番号変更
１．㈲アフィット
新 0836－43－7477
〇ＦＡＸ番号変更
１．㈱西村不動産コンサルタント
新 0836－55－5895
２．㈲アフィット
新 0836－43－7478

免許更新のお知らせ
業 者 名
やすらぎ不動産(株)
(有)エステートいしべ
(株)クルス
宇部不動産開発(株)
(有)カナイ商事
アイナガサワ(株)
(有)山口不動産ネットワーク
(有)ダイイン地所
岡藤土地建物

免許年月日
Ｈ27．08．14
Ｈ27．08．18
Ｈ27．08．25
Ｈ27．09．19
Ｈ27．10．04
Ｈ27．11．28
Ｈ27．11．30
Ｈ27．12．04
Ｈ27．12．19

書類提出期限
Ｈ27．07．14
Ｈ27．07．18
Ｈ27．07．25
Ｈ27．08．19
Ｈ27．09．04
Ｈ27．10．28
Ｈ27．10．30
Ｈ27．11．04
Ｈ27．11．19

早めのお手続きを
お願いいたします （*^_^*）
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中古住宅流通への課題
山口支部長

西村俊爾

欧米では、中古住宅は値上りするのに、なぜ日本では住

米では年間の新築住宅の戸数よりも中古住宅の売買戸数の

宅の価値が20年で失われ、資産にならないのか各方面で

方が圧倒的に多く、英米では住宅取引の実に約９割が中古

問題になっています。この問題について改めて考えてみる

住宅の売買です。一方日本で中古住宅の流通が進まないの

ことにより、今後中古住宅の流通はどうあるべきなのか、

はなぜでしょうか。それは性能や質などの情報提供が圧倒

現在どこに問題点があるのかを日本経済新聞の記事を参考

的に少ない為に、買い手に十分な情報が提供されず、売り

に考えてみたいと思います。

手との情報格差が大きい。従って買い手は粗悪な物件を取

明海大学不動産学部長の中城康彦氏によれば、日本では

得するのではないかというリスクを考慮して、安い価格で

住宅を「買う」と言いますが、住み替えが頻繁な米国では

ないと購入しない。その結果、優良物件の所有者はそんな

「投資」という意識が強く、買ったら終りではなく、高く

安値を嫌って売却をあきらめる。従って市場には安い粗悪

転売できるように購入後はメンテナンスをしっかり行うと

な物件が集まるということになります。

いうのが常識となっています。中古住宅に対する買い手側

国もこのような状況の中で、中古住宅市場の活性化に向

の認識も日本とは全く違うようで、新興の分譲地等の建売

けて様々な検討を重ねて来ました。リフォームの支援、イ

住宅は建物の不具合の有無や、周囲にどんな人が住むのか

ンスペクション（建物検査）の普及など、建物評価の見直

も分らないという不安もあり、植栽などの街並み作りも

しについて不動産業界、金融業界と連携した動きも出てい

未定の為、リスクが大きいと判断しています。古い住宅を

ます。しかし、問題は現行の「売り手はメンテをしない、

買っても将来高く売れるという可能性があるので、こまめ

買い手はコストをかけてまで質を調べない」という慣行を

なメンテナンスを行うことが個人の資産形成につながると

具体的にどうするかなのです。現在の低水準の考え方か

いう考え方が基本なのです。日本では木造住宅は通常20

ら、欧米のように「売り手はメンテを行い、買い手は質

年から25年で無価値と評価されています。従って建物は

を調べる」という高水準に移行するには「売り手」「買い

いずれ無価値になるからメンテナンスなどに費用をかけな

手」の双方が同時に物の考え方、行動を変える必要があり

い。従って実際に価値が下るという悪循環に陥っていま

ます。これは容易なことではありません。しかし、時間を

す。しかし、なぜこんなに短期間で価値がゼロになるので

かけてもその考え方が定着して行けば、日本でも質の高い

しょうか。早稲田大学の小松幸夫教授は「財務省令で木造

住宅は資産価値が維持されて、ライフステージに応じた住

住宅の耐用年数を22年と定めていることが大きく影響し

み替えも行われ、老後生活の安心にもつながります。日本

ている」と言われます。しかし、耐用年数というのは単に

大学の中川雅之教授は「すべての関係者が目標を共有し、

企業会計上の償却年数なのですが、どうも使用限界と誤解

行動を変えてゆく必要がある」と提言されます。このよう

されていることが、築20年程度で無価値と査定される慣

なことから、政府はいよいよ中古住宅の市場活性化に乗り

行につながったようです。戦後の復興期や、その後の高度

出します。活性化の柱は専門家による住宅診断の徹底で、

成長期に建てられた住宅の多くは性能も低く、それでもバ

2016年には宅建業法改正案を国会に提出し、重要事項説

ブル崩壊まではいわゆる「土地神話」で宅地価格の上昇が

明書に住宅診断の項目を義務付けます。現在は建築士事務

あった為、問題になりませんでした。しかしその後、建物

所などが国交省の指針に基づいて住宅診断を手がけていま

の質や耐久性などは大きく向上しているにもかかわらず

すが、今後は住宅診断が義務化されることにより、検査能

「20年で査定ゼロ」はあまりにひどいと思います。

力の高い事業者を確保する必要があり、国の研修制度の拡

住宅流通市場を考える際、何度も言われているように欧
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充も必要となります。
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さて次に中古住宅流通に於ける不動産業界の問題です。

ない一番の大きな理由は情報の囲い込み」と話されていま

不動産コンサルタントの長島修氏は、中古住宅取引の問題

す。米国では 情報の囲い込みには罰金や免許の取り消し

点として、仲介業者による「情報の囲い込み」をあげられ

など厳しい罰則が科されます。その為、売却物件について

ています。物件の売却を依頼（専任媒介）された仲介業者

は詳細な情報が幅広く公開されています。この為、日本の

は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から７日

ように買い手が複数の業者を回って物件情報を探し回るこ

以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりませ

とはありません。しかし、日本の不動産業の数は多く（コ

ん。又、業務処理の状況報告を２週間に１回以上行わなけ

ンビニより多い）、そのほとんどが零細な業者である為、

ればなりません。ところが実際は隠蔽行為が非常に多いと

様々な改革への対応を求めてゆくのは実に困難な状況で、

いわれています。物件を登録公開して他の業者が買い手を

このような囲い込みの実態が把握出来ないのも現状です。

見つける前に自社で買い手を見つけて、いわゆる「両手ど

業界では不動産の免許を売買や賃貸など、業務で分けた方

り」を行う為です。これは早く、高く売りたい売り手の期

が良いのではないかという意見もあります。

待に背く上、利益相反の可能性もあります。昨年不動産業

ともあれ業界のモラル（それは即ち私達１人１人のこと

界に参入したソニー不動産は御承知のとおり、両手取引を

でもありますが）を守り、向上させてゆく。それが大手

原則禁止し、売却依頼を受けると情報を広く開示して買い

に呑みこまれることなく、しっかりと地域に定着し、生き

手を探す。執行役員の風戸裕樹氏は「中古物件が高く売れ

残ってゆく地域不動産業の未来図ではないでしょうか。

平成27年度山口支部総会
法務委員

森本耕介

去る平成27年４月21日㈫10：00よりセントコア山口に
おいて平成27年度山口支部定時総会が開催されました。
篠原忠明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 田中康行統括
官様、山口県土木建築部住宅課課長代理 山田義照主査様
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
に山口不動産㈱の藤岡敬氏、副議長に㈲石崎サンリースの
石崎良太郎氏が選任され、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26年度事業報告、平成27年
度事業計画・収支予算の報告事項のあと、平成26年度収
支決算承認の件・監査報告、定款一部変更などがそれぞれ
決議事項として上程され、質疑応答の後にいずれも賛成多
数により可決されました。
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。
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新入会員のご紹介
株式会社エスピーデータ
代表取締役 永見
勝
〒754-0896
山口市江崎2229-3山口物流センタービル2Ｆ
TEL：083-988-2365
FAX：083-988-2366
株式会社エスピーデータの永見と申します。思えば今から
20年前、サラリーマン時代に山口支部様と仕事上のご縁が
ありました。10年前、脱サラをし、現在の会社を興してか
らも、山口県下の不動産業者様とご縁がありました。そして
今、新たなご縁が始まりました。
不動産業界とは、お客様と同業者様とのご縁があって成り
立つものと考えております。二足の草鞋ですが、仕事のプロ
としての姿勢にはいささかの変わりもございません。何卒、
よろしくお願い申し上げます。

賛助会員のご紹介
免許更新のお知らせ
商
号
みらい地産公司
(株)トピア
(有)エーライフ
コピキタス二の宮(株)
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免許有効期限
H27． 9．25
H27．11．10
H27．11．16
H27．11．26

提出期間は、免許期限の90日から30日前迄です。
提出先 本年度４月より提出先が山口県庁住宅課
に変更になりました!

支 部 だ よ り

平成27年度第１回山口支部ゴルフコンペ
ゴルフ幹事

右田善弘
いつも宅建協会ゴルフコンペに積極的にご参加頂き、今回の
難コースを堅実なプレーで栄えある優勝されました。歳実さ
んは以前にも優勝されまして、今回はスコアーも上位スコ
アーでラウンドされました。おめでとうございます。準優勝
は積水ハウス（株）の加津新一さん！加津さんはコンペの入
賞にはいつも名を連ねるコンペ常勝キングとして名のある方
です。第三位は（有）トモ企画の小林さんでした。小林さん
はコンペ２回目の出場で見事に入賞を頂かれました。次回は
優勝目指してください！
今回から以前採用してましたハンディ戦を採用しました。
これによりいつもの自分のスコアーよりも少し頑張ってもら
う事で上位入賞も可能なので初心者、久しぶりのゴルフをし
たい方など大歓迎ですので、ご参加頂きますようお願い致し
ます。次回は９月開催を予定してます。

去る４月22日㈬、宇部72カントリークラブ阿知須コースに
て平成27年第１回山口市支部ゴルフコンペを、６組21名のご
参加を頂き開催されました。今年最初のゴルフコンペで前回
の冷たい雨のラウンドと違い、素晴らしい晴天に恵まれて皆
様にとっては気持ちの良いラウンドだったのではないでしょ
うか？しかし、天気が良すぎるのもゴルフは過酷なもので、
ここ最近雨が降らない影響でグリーンは固く、高速（10.5
フィート）！コース管理いわく、本日のグリーンはプロトー
ナメント仕様になってましたと（汗）そういう事も有り、
今回、参加者の皆さんはスコアーがいつもより悪かったの
ではないでしょうか。
まあ、前日は宅建協会
山口支部総会もありま
したから皆さんもお疲
れだったのでしょうね
（笑）
さてその様なコン
ディションで難コース
を制した優勝者はセキ
スイハイム中四国(株)の
練習グリーンにて撮影
歳実直樹さんでした。

会

員

コンペ結果
優 勝

の

グロス

歳実 直樹

準優勝

加津 新一

三 位

小林

動

壽

ＮＥＴ

93

75.0

93

77.0

104

78.8

き

◎新規入会者
・㈱ エスピーデータ

代表者・ 専任取引士

◎組織変更
・（新） シ

（新） TEL 083－941－2083 （旧） トータルリソース㈱

マ

ダ㈱

永見

勝

（新入会員のご紹介をご覧下さい）

◎代表者変更
・大和ハウス工業㈱ 山口支店
・㈱NTT西日本アセット・プランニング山口営業所
・エフケイビル㈱ 新山口店
・セキスイハイム中四国㈱ 山口支社

（新） 東
雅樹
（新） 桑木 秀久
（新） 入江 大輔
（新） 樺木 浩昭

（旧） 森田
（旧） 野中
（旧） 木山
（旧） 林

一彦
清之（取引士会員へ）
翔
達也

◎専任取引士変更
・シ マ ダ㈱
・大和ハウス工業㈱ 山口支店
・㈲オクノ不動産
・エフケイビル㈱新山口店
・セキスイハイム中四国㈱ 山口支社

（新） 嶋田
（新） 東
（新） 奥野
（新） 入江
（新） 徳光

（旧） 岡藤
（旧） 相良
（旧） 前川
（旧） 木山
（旧） 林

謙祐
文朋
昭二
翔
達也

◎退会
・大亜不動産㈲

代表者・ 専任取引士

広樹
雅樹
純平
大輔
克敏
原田

剛

（亡）

支 部 の 動 き
４月１日
10日
11日
20日
21日
21日
25日

期末監査
第１回理事会
ひとまち・あぴーる発行
総会打ち合わせ
第２回理事会
定時総会
サンデー西京発行

５月４日
５日
９日
12日

サエラ相談会
サエラ相談会
ひとまち・あぴーる発行
第１回法務委員会
第１回業務委員会
29日 第３回理事会
30日 サンデー西京発行
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周南市における自治会への加入促進に
関する協定書の調印式 開催報告
平成27年３月17日
於）周南市役所

火曜日

午後４時

支部長あいさつ
周南支部長

池田周太

周南支部会員の方々には、平素より土地価格査定・不動

した。行政と自治会と宅建協会の三者による協定は県内で

産フェア等の周南支部事業にご理解・ご協力を賜り、御礼

は初めてであり「お客様の住まいをお世話する」という

申し上げます。

不動産業を営む我々は「人とのつながり」が大切な原点で

さて「アベノミクス」は、ある程度成果を上げ円安・株

す。日本人が自分のことや世の中の本質を見失いそうに

高となり、企業収益も改善し、設備投資・雇用の拡大・

なっている今だからこそ、隣人をはじめ地域の人々とのコ

賃金上昇と一定の効果が見られます。しかしながら周南地

ミュニケーションを図り、相手の立場に立った対応をする

域においては、周南コンビナート地帯の設備の老朽化によ

ことが肝要であり、この協定が実を結ぶよう、会員方々の

り、出光興産の石油精製からの撤退や、帝人徳山事業所

継続的な努力を望みます。

の閉鎖が発表になり、地域経済の衰退と人口減少に拍車が

また、増加の一途をたどる「空き家」問題の解決に向け

かかりました。このままの状況が続くと、将来、周南地域

た「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が５月よ

は人口減少により自治体だけでは社会保障・インフラの維

り全面的に施行となりました。老朽化による倒壊被害・ゴ

持ができなくなり消滅の危機にあります。政府の「地方創

ミ放置等による衛生面の問題・景観悪化等が地域住民に

生」に頼るだけでなく、我々会員をはじめ、地域住民が真

とって「不安」となっています。周南支部もこの問題に着

剣にこの問題に取り組んでいくことが必要となります。

手し、五郎丸会長をはじめ県本部が主催する「空き家相談

平成27年３月17日に全国的にも低下している自治会加
入率を上げようと、周南市と市自治会連合会と宅建協会周
南支部は「自治会への加入促進に関する協定書」を結びま
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会」を今秋には開催しますので、会員方々のご協力・ご参
加をお願いして、本年度のあいさつと致します。

支 部 だ よ り

平成27年度
総務委員長

周南支部定時総会

吉木葉子

平成27年４月17日㈮、10時30分から周南地域地場産業

出席人数は周

振興センターにて一般社団法人 山口県宅建協会 周南支

南支部全体の会

部の定時総会と同時に、周南地区宅建業税務協議会の総会

員137名の内、会場参加者46名、委任状提出者73名で、

が開催されました。

総会は成立・各議題については承認がなされました。

来賓には、

五郎丸会長からは＜平成27年度は特に宅地建物取引主
任者から宅地建物取引士と名称が変わり、今まで以上に社

＊一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会

会的モラルの向上、品位の向上を目指し、“士業”としての

会長 五郎丸孝士 様

“自覚”と“誇り”を持たなくてはならない。高齢化、少子化

藤井 律子 様

に寄る人口の減少と共に当業界も弱小業者は集合し、群れ

＊山口県議会議員
＊徳山税務署 署長 山林博文様

て互助・協力する事によって現状維持に留まらず、将来に

（代理人）資産課税部門 総括国税調査官

向けて伸ばしていくことを考えなくてはならない。開催さ

西迫 健吾 様
＊中国労働金庫 徳山支店 ローンセンター
所長 三浦 明彦 様
＊株式会社 西京銀行
執行役員 営業統括部 村井圭太郎 様

れる各種の行事に出来るだけ沢山の会員さんに参観して頂
き、結束を固めていかなくてはならない。＞旨の訓話を頂
きました。
総務部会では今年も旅行と忘年会を担当させて頂きます
が、皆様から何処へ行きたいか・・・何をすれば面白い

を来賓にお迎えし、お祝辞を戴いた後、平成26年度の事

か・・・是非ともご提案を頂きたいと思います。何卒宜し

業報告・決算報告、平成27年度の事業予定報告と予算に

くお願い致します。

ついての報告等がなされました。
司会は司地所の箱崎壽美枝様・議長にはアオイ不動産の
松尾泰治様が就任され、平成26年度の会計監査報告につ
いては、三牧不動産の三牧武彦様と佐野不動産の佐野弘様
のお二方によってなされました。

新入会員のご紹介
ワークス
代表者 磯村

博行

タマホーム株式会社 周南営業所
店長 馬渕 逸雄

〒745-0806
周南市桜木３丁目５-81
TEL：0834-33-9354
FAX：0834-33-9356

〒745-0801
周南市大字久米2892番地の３
TEL：0834-36-0330
FAX：0834-36-0335

この度、周南支部に入会させていただきましたワークスと
申します。
既存住宅の売買を中心に取組み、地域社会の活性化に貢献
できるよう努めてまいりますので、会員皆様方のご指導ご鞭
撻の程よろしくお願い申し上げます。

この度、周南支部に入会させていただきましたタマホーム
株式会社周南営業所と申します。
周南エリアにて、建売住宅等販売強化を図っていきたいと
考えております。
会員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら展開してい
きたいと思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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柳
井

yanai

平成27年度柳井支部総会開催
平成27年４月23日㈭午後１時30分より柳井市文化福祉

開会を宣言されました。議長はマット㈱

松浦支部長が

会館（集会室）において平成27年柳井支部総会が開催さ

務められました。いずれの議案も賛成多数で承認され主

れました。当日は17名の方が出席されました。

計副支部長の閉会の辞で閉会いたしました。

笹木総務副委員長が司会を担当され、主計副支部長が

松浦支部長挨拶

会場の様子

柳井支部会員のご紹介
㈱オカケン

ミサキホーム

〒742-1502
熊毛郡田布施町波野2206-5
TEL：0820-52-3788

〒742-0033
柳井市新庄1076-1
TEL：0820-25-3840

安藤

浩光

児房

安藤社長と従業者の皆さん

宅建業を始めてまだ３年半の駆け出しですが、これほどお
客様に感謝される仕事であろうとは思ってもおりませんでし
た。また反面この仕事がお客様の一生の大切な分岐点に立ち
会っている事に大きな責任を感じ、業界の外からではわから
ない一面が少しだけわかってきたところです。
やってみてわかった事、この仕事を喩えるならば「シンク
ロナイズドスイミング」(見かけは綺麗だが、水面下ではジ
タバタしている)ですね。ご共感頂けますでしょうか。
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貴志

若葉の候、会員の皆様にはますますご清栄の御業とお喜
び申し上げます。
ミサキホームは、おかげさまで本年５月で４年目を迎える
事ができました。ひとえに関係者各位のご指導ご鞭撻のおか
げと感謝しております。
今まで売買・賃貸の仲介を通じて、ご縁の出来ましたお客
様ならびに地域住民の方々とのご縁を大事にし、これからも
「好きです♪この町が」をモットウに、鋭意努力してまいる
所存です。
末永くご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますと
ともに、会員の皆様方または不動産業界のますますの発展を
祈念して、開業4年目の挨拶とさせていただきます。

支 部 だ よ り

柳井支部地域活性化への取組み
人口減少対策の一環として、定住促進を図るため住宅

周防大島町 政策企画課

補助や住宅取得、リフォーム等様々な応援事業制度があ

TEL：0820-74-1007

ります。柳井支部では各自治体に協力しています。是非

E-mail：seisakukikaku@town.suo-oshima.lg.jp

ご活用ください。

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/seisakukikaku/akiya_reform.html

田布施町 総務企画課 企画係
TEL：0820-52-5803

『空き家リフォーム事業助成金』
周防大島町では、移住者向け空き家バンク充実のた

h t t p : / / w w w. t o w n . t a b u s e . l g . j p / w w w / c o n t e n t s /

め、空き家バンク登録を前提とした空き家のリフォーム

1427765106870/index.html

や不要物の撤去に要する費用の一部を助成します。
対象となる空き家
この助成金を受けて改修等を行っていない町内の空き
家（住家）かつ町の空き家バンクの登録または登録可能
な物件で
⑴ 空き家の機能向上のための改修
⑵ 不要物の撤去
が必要なもの
対象となる方
１．空き家の所有者
２．空き家バンク登録物件の利用者(契約後1年以内）
助成金の額
１．空き家の機能向上のための改修…対象費用の2分の1
以内（10万円を限度）
２．不要物の撤去…対象費用の全額（5万円を限度）

平生町 総合政策課 政策調整班
TEL：0820-56-7120

３．千円未満の端数は切り捨てます。１、２の同時実施
も可能です。

E-Mail：seisaku1@town.hirao.lg.jp

事業の流れ

http://www.town.hirao.lg.jp/home/html/osirase_ka/

⑴ 交付申請（申請者→町）

osirase_seisaku/teizyuu-project.html

・事業計画及び収支内訳書
・承諾・誓約書（利用者の場合）
・見積書、見取図、施工前写真など
⑵ 交付決定（町→申請者）
⑶ 改修等の実施
⑷ 実績報告（申請者→町）
・実績書
・収支精算書
・領収書、施工後写真など
⑸ 助成金交付
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岩
国

iwakuni

平成27年度岩国支部通常総会
平成2７年４月23日に第４回一般社団法人山口県宅建協
会岩国支部通常総会が開催されました。
最初に長く顧問をされていた見室さんから岩国支部に
ついて貴重なお話があり、その後岩国市長：福田良彦
様、山口県議会議員：畑原基成様からは立派なご挨拶を
していただき、他に岩国税務署：児玉隆生様、日本政策
金融公庫岩国支店長：風早秀夫様を来賓に迎え、午前10
時より約２時間、執行部の説明を受け、事業計画に関す
る議題を全てスムーズに決議し、何事もなく円満に会が
終了しました。
尚、出席者は全正会員103名の内、45名が出席し、38
人が委任状でした。この度から正会員と副会員・準会員
を分けて着席したので、会場は粗満席でした。
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正・副・準会員を合わせたら約100名の出席でした。
最後に出席された皆様に、お弁当を配りました。本当
に皆様お疲れ様でした。

支 部 だ よ り

第１回情報交換会
岩国支部27年度第１回情報交換会を業務委員会が５月
21日に開催しました。

私たちは業を担う者として常に学習が必要な中にお
り、県の本部講習会の参加を呼び掛けて、来る民法改正

前半は西京銀行岩国ローンセンター長の崎永様により
３種類の住宅ローン商品の特徴を会員からの質問にその

の施行などあらゆる場面に備える必要があると締めくく
りました。

都度答えていただきながら説明を受けました。
後半の情報交換会はテーブルをロの字に配置し直して
塩田委員長の進行により18名の参加者でスタートしまし
た。冒頭、会員が顔を見て話したり勉強する機会を増や
し、情報の共有を図っていきたいと会の展望を述べまし
た。その後、持ち寄った売買・賃貸の物件資料の詳細説
明をそれぞれ行い、また過去に経験した特殊な事例を振
り返り、その対処についてベテラン会員の意見や自らの
経験を聞いて理解を深めました。

釣り場放浪記

沖の好敵手、メバルを狙え

３月18日、今年２回目の釣り同好会釣行となりまし

するので、ちょいと下船して波止からも狙ってみたい気

た。狙う魚種はメバルです。四国の沖まで行き、前回同

分になりました。今波止で釣れば貸切状態です。（……

様大アジを狙うという選択肢もあったのですが、当日は

貪欲。）このポイントは、最初のポイントに比べアタリ

途中の平群島沖がしけているとのことで、比較的近場の

は少ないものの、23㎝前後良型も時折釣れて、数より

柱島周辺での釣行となりました。６時半、いつものよう

も質のポイントでした。

にさくもと遊漁船「ゆきかぜ」に、今回は５名の釣り人

正午ごろから雨が降りだし食いも悪くなってきたこと

が乗り組み新港を出港、柱島の手前の端島に到着したの

で、普段よりも早く午後１時ごろの納竿となりました。

は７時半頃でした。乗船時間が短いと、その分釣る時間

釣果は多い人で30匹程でした。

が長くとれるのでいいですね。

夕方からの小宴会でどんなメバル料理が出るか、帰る

水深40～50mのポイントで釣り開始。人数が少ない

ときから楽しみでしたが、さくもと船長にも出席しても

のでいつもよりゆったりと釣れます。筆者の私は今回、

らい、今日のメバル釣りのことなど歓談しながら味わう

釣り同好会の中で最も躍進を続けている釣り人「斉藤さ

肴と美酒は、格別なものでした。（……大満足。）

ん」の隣で釣らせていただき、オーラを少々分けてもら

（森本）

いました。（……感謝。）仕掛けは胴突５本カブラ針
（通称、鳴門サビキ）です。型はそれ程大きくはありま
せんが、皆コンスタントに釣り上げ、出足好調です。
中には三連掛けを連発する釣り人もいました。カサゴも
時々混じります。効果的な釣り方は底をしっかりとるこ
とで、その後は底から５mまでをゆっくりと巻き上げ、
アタリがなければまた底までゆっくりと落とし、その繰
り返しで探ることです。
アタリが遠のいてきたのでポイントを移動、今度は柱
島の沖です。余談ですが、柱島には個人的に時たま釣行
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最近の判例から

−共用部分での自殺と心理的瑕疵−

連帯保証人に対する共用部分での自殺による損害
賠償請求が減額の上で認容された事例
（東京地判

ウエストロー・ジャパン）齊藤

平26・５・13

所有する建物の共用部分で、賃借人が自殺したた
め、本件建物の貸室及び近接貸室を第三者へ賃貸する

智昭

ｂ室の住人により発見された。その直後、第１発見者
はｂ室を退去した。

ことが著しく困難となったとして、賃貸人らが連帯保
証人に対し、①主位的には賃貸借契約に基づく債務不
履行責任に基づき、②予備的には共有持分権侵害を内
容とする不法行為に基づき、賃料収入減少分を損害賠

b

a

償請求した事案において、賃貸人らの主張が減額の上

階

で認容された事例（東京地裁平成26年５月13日判決

段

認容

控訴せず確定

c

ウエストロー・ジャパン）
現在、１階の居室のうち３室には入居者がいる一方

１

事案の概要

で、２階の３室については、「告知事項あり」との

本件は、昭和62年６月築の木造２階建、計10室の

文言が付された状態で募集が行われているが３年間入

居室からなる単身者向けワンルームマンション（以下

居者は現れない。なお事故発生前は、各居室は月額

「本件建物」という。）において発生した事案。複数

47,000円前後で賃貸されていた。

の投資家が本件建物を対象とする共有持分を保有して
いるため、賃貸人Ｘら（原告及び原告参加人）は複数

２

裁判所は、次の通り判示し、Ｘらの請求を減額の上

の個人及び法人から構成されている。
賃貸人Ｘらは、本件建物をＡ社に一括賃貸（但し、
平成22年２月に契約関係から離脱）し、Ａ社が第三
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判決の要旨

で認容した。
⑴

Ｘらに生じた損害とＹの賠償義務

者へ転貸していたところ、平成21年１月に、賃借人

賃借人が賃貸目的物である建物内において自殺をす

ＢがＡ社との間で賃貸借契約（以下「本件契約」とい

れば、通常人であれば、当該物件の利用につき心理

う。）を締結し、同年３月にａ室に入居した。

的嫌悪感ないし嫌忌感を生じ、かかる事情が知られれ

その後、約１年が経過した平成22年２月、本件建物

ば、当該物件につき賃借人となる者が一定期間現れ

の２階の居室３室（ａ室、ｂ室、ｃ室、まとめて以下

ず、また、そのような者が現れたとしても、本来設定

「２階の３室」という。）が面する共用部分でＢが自

し得たであろう賃料額よりも相当程度低額でなければ

殺（以下「本件死亡事故」という。）しているのが、

賃貸できないことは経験則上明らかである。

そして、賃借人は、本件賃貸借契約上、引渡しを受

あったことを前提にして、当該賃料の全額相当分を

けてからこれを返還するまでの間、善良な管理者の注

本件死亡事故との因果関係があるものとは認めるこ

意をもって、使用収益すべき義務を負うところ、自然

とはできない。

摩耗以外の要因により、本件貸室等の価値が減損しな

ウ

そこで、損害額について具体的に検討するに、本

いようにすべき義務を負っていたのであるから、Ｂに

件死亡事故により、本件建物の２階の３室について

おいては、上記義務に違反した債務不履行があったと

の賃料相当額がどの程度低下したかを判断すること

言わざるを得ない。

は困難であるが、前記ア、イで説示した事情を踏ま

…Ｙは法的には、Ｂの自殺と相当因果関係のある損

え、さらに、賃貸にあたっては、本件建物内での自

害については、本件賃貸借契約の保証人として賠償す

殺という事情に対し通常人が抱く心理的嫌悪感ない

べき義務を負う。

し嫌忌感に起因するものであるから、時間の経過と
ともに減少し、やがて消滅するものであることは明

⑵

Ｙが賠償すべき損害額

らかであることに照らすと、本件死亡事故と相当因

ア

本件死亡事故が発生した現場は、本件建物の２階

果関係にある損害としては、本件建物の２階の３

の本件居室を含む３室の各居室内とは関係がないと

室について、１室当たり１か月１万5,000円の低下

はいえ、各居室の玄関前であり、住居者が出入りす

が２年間にわたり喪失した分と算定するのが相当

る際、通行せざるを得ないことから、本件建物の２

である。

階の３室の賃貸にあたっては、本件死亡事故のあっ
たことを告知せざるを得ないこと、本件死亡事故後

イ

３

まとめ

３年を経過しても、本件建物の１階部分は賃貸中

本件は共用部分で自殺があった点で特徴的な事案で

であるにもかかわらず、本件建物の２階の３室の

ある。当該自殺による損害が、賃借している居室だ

賃貸が出来ていないことなどの事実を認めること

けでなく、ここを頻繁に通過する隣接する各居室にま

ができる。

で及ぶと判断された一方で、各居室の賠償額の算定に

そうすると、本件死亡事故の影響がｂ室及びｃ室

際しては、居室内で自殺があった場合と比べ、賃料減

については及ばないとするＹの主張を採用すること

額割合は低めに、又影響を受ける期間も短めに判断さ

はできない。

れているとの印象を受ける（居室内の場合一定期間賃

しかしながら、本件建物は、単身者向けのワン

料全額が損失として認められる場合が多い。）。思う

ルームマンションであり、その立地は、地下鉄○○

に、自殺のあった共用部分は外部に開放された空間で

線ｂ駅から徒歩12分とされ、都心に近く、利便性

あり利用頻度や利用方法の違い等を勘案し、自殺によ

の高い物件であり、家賃も学生が居住できる程度の

る影響が弱いと判断されたのではないだろうか。

比較的低額の物件であって、流動性が比較的高く、

本判例については、同様の事案（共用部分での死亡

本件建物の１階部分については、入居がなされてい

事件）に直面した際に役立つものと思われることから

ること、本件死亡事故は居室内で発生しておらず、

紹介させていただいた。参考としていただきたい。

開放部分において行われたことなどを考慮すると、
本件建物の２階の３室について、３年もの間空室で

（一般財団法人 不動産適正取引推進機構 RETIO

より転載）
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・
・
・
・
・
・悠々自適

教

礼記（らいき）によると、学問の世界には
蔵（ぞう）・修（しゅう）・息（そく）・遊（ゆう）
の４つの段階があるのだそうだ。
蔵は、記憶して身体にとりいれること。
修は、暗記するだけでなく消化して肉とすること。
息は、蔵と修が身に付くと、呼吸と同じになるから息とな
ること。
遊は、学問でゆったり遊ぶこと。
趣味の世界でも、ある程度極めるとおもしろくなるものであ
るが、極めるとは“蔵・修・息・遊”なのか…
ところで、この“遊”は黄河の治水からきており、中国では
『水ヲ治ムル者ハ天下ヲ治ム』と言うように、時の為政者は治
水に苦労していた。ある日、黄河が荒れた時には水路に沿っ
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“遊”と言い、自然に流れているので
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支部お薦めシリーズ

52

山 口 支 部

レノファ山口FC Ｊリーグ １年生!!
山口からプロチーム誕生・Jリーグ昇格を目指すチームとして設立。

「renovation（維新）」の頭文字レノと「fight（戦う）」や「fine（元気）」のファ
を合わせて「RENOFA YAMAGUCHI FC」となりました。1949年山口教員団として発
足してから66年。活動拠点は、山口市、下関市、山陽小野田市を中心とした山口県
全域です。チームカラーであるオレンジ色をベース
にメインのモチーフとして、山口県と山口市のランド
マークといえる瑠璃光寺五重塔を用い、室町の昔から
今に伝わる山口の伝統・文化と、未来に向けて大空に
立ち登っていくイメージを託しているようです。
2014年にJ3に入会をして、今年の第10節（5/6）までの戦績は、９試合で８勝
１敗の勝点24で首位を走っています。
皆さん、レノファ山口FCを応援しましょう!!

山口支部

時事
雑想

趣味で少しだけゴルフを
やります。

平

連

嗣

騎

れより、私のパターをもって行った人のこれからの人生
が気がかりだ」と動揺、困惑する関係者への心配りのみ

ゴルフをされる方は勿

ならず、過ちを犯した者へも慈愛の気持ちを示したとの

論、されない方でも、史上

こと。後にこの事件は、氏の熱狂的なファンである犯人

最も強いゴルファー、そし

の自首により氏の元へパターが無事返って来て解決と

て現在は、コース設計者、

なったようですが・・・。氏の心の大きさ、懐の深さを

経営者として、世界で活躍されておられる、帝王ジャッ
クニクラウス氏の名前はご存知と思います。

物語るエピソードです。
自身の権利ばかりを主張し、相手を思いやることがな

氏には、数々の逸話がありますが、その中の一つ、

く、だから新聞紙上では、些細なことが原因での様々な

これは日本でのテレビマッチでの出来事です。氏が、

トラブル、事件が毎日のように・・・。氏のように、自

ハーフ（９Ｈ）を終わっての食事休憩時に氏の愛用のパ

分のことよりも先ずは相手を思いやる大きな心、懐の深

ターが盗まれ、他のパターと差し替えられていました。

さを常に持っていれば、トラブルも無く、もっと豊かで

氏は、動顛する関係者（それはそうでしょう、招待した

平和な日常が送れるのではないかと思います。

“世界のジャック”のパターが盗難にあったのですから、

一人の経営者として、その前に一人の人間として、

関係者は生きた心地もしなかったことは想像に難くない

“先ずは、相手を思いやる気持ち”身につける努力をして

ですよね）に対し「私のことは心配しないでほしい。私

行きたいと感じます。

が失ったものは、ただゴルフの道具一つに過ぎない。そ
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