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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。
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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

西日本レインズ 諸規程およびガイドラインなどの改正
レインズは、会員間における不動産情報化の推進を通
じ、業者の事業活動に欠かせない物件情報交換システム

今回は、その改正施行された規程の中から、倫理規程
を掲載しました。

として運営されている一方、近年、情報利用の多様化に

会員の皆様におかれましては、諸規程の目的、内容をご

伴い会員間や消費者間でのトラブルが増えつつあり、機

理解いただき、遵守いただきますようお願いいたします。

構の設立当初の諸規程では、現状の業務実態に十分な対

この他のレインズ諸規程及びガイドラインについて

応がし得ないため、業務方法書をはじめとした諸規程及

は、山口県宅建協会ホームページ『会員専用ページ』の

びガイドラインを抜本的に見直し、平成26年に改正施行

定款諸規程【公益社団法人

されました。

ご覧ください。

倫

理

規

西日本不動産流通機構】を

程

（理念）
第１条 準会員（以下「会員」という。）は、取引の関係者に対し信義を旨とし、誠実にその業務を行い不動産流
通業務における倫理の高揚に努め、公正な取引を推進し、もって依頼者の利益保護に寄与しなければならない。
（業法等の遵守）
第２条 会員は、宅地建物取引業法その他の関連法令及び公益社団法人西日本不動産流通機構（以下「機構」と
いう。）の諸規程等を遵守しなければならない。
（積極的参加義務）
第３条 会員は、機構設立の趣意を理解し、機構の行う事業に積極的に参加し、その利用の促進を図らなければ
ならない。
（公正な取引）
第４条 会員は、みだりに他の会員を非難し、また他の会員の営業活動を妨げる行為をしてはならない。
（専門的知識の取得）
第５条 会員は、不動産取引の専門家として必要な金融、税務、取引実務等についての幅広い知識の習得に努め
なければならない。
（秘密を守る義務）
第６条 会員及びその従業者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
（誠実と協力義務）
第７条 会員は、取引にあたっては誠実に取引の履行に努めなければならない。
なお、紛争が生じた場合は、機構の指導のもとに誠意をもって解決に努めなければならない。
（損害の補償）
第８条 会員は、機構の諸規程等の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場合は、速やかに
その損害の補塡に努めなければならない。
（反社会的勢力の排除）
第９条 会員は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下、総称して
「反社会的勢力」という。）のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営を実質的に支配している法人等で
はないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するとともに、反社会的勢力との関係遮断
の徹底に努めなければならない。
附則
１ この規程は、平成9 年4 月1 日から施行する。
２ この規程の一部を変更し、平成15 年4 月1 日から施行する。
３ この規程の一部を変更し、平成26 年4 月1 日から施行する。
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公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

平成27年度定時総会

開催日 平成27年６月29日㈪

平成27年度の事業報告として、宅地建物取引業法に基づ

場 所 東京都「ホテルニューオータニ」

く業務を適正かつ的確に遂行するとともに、公益法人移行

出席者 理

五郎丸 孝 士（会長）

後３年目を迎え、公益認定当委員会からの立ち入り調査を

池 田 周 太（総務委員長）

受け、会務運営の更なる円滑化に努めたと報告した。

事

運営協議員

また、公益目的事業の一つの苦情相談・解決事業につい
平成27年度全宅連定時総会が開催され、本会より２名の
役員が出席した。

減少した。苦情申出の処理状況については解決・撤回件数

事業運営において、ハトマークグループビジョンの地域

が105件、弁済移管件数が197件であった。併せて、苦情

への浸透と具体的方策の実現に向けた展開や、公益社団法

解決申出の内容について、支払済金員の返還請求に関する

人としての社会的使命、また都道府県宅建協会の会員への

案件が処理件数全体の約４割を占めた旨説明があった。

ニーズに対応すべく、都道府県宅建協会及び全宅保証と緊
密な連携のもと、不動産取引の活性化に資する事業、宅地
建物取引に係る者の資質の向上及び消費者保護を図る事業
を積極的に展開した旨報告があった。

決議事項については、定款の一部変更及び退会等事務
手続費用の引き下げを行う旨上程、承認された。
以上の報告、決議が滞りなく審議され、定時総会は閉
会した。

また、宅建業法の改正により、平成27年４月１日に宅

また、この度は宅地建物取引士制定記念として、増田寛

地建物取引士に名称変更となったことに伴う対応等につい

也元総務大臣（東京大学客員教授、日本創成会議座長）に

て、一般財団法人ハトマーク支援機構と連携を図り、各種

よる講演会が開催された。「地方創生に期待される宅地建

事業を強力に推進するとともに、賃貸管理の適正化につい

物取引士の役割」をテーマに、「今後も続く人口減少時代

て一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会との連携や、業

には、まちづくりの立て直しはとても重要だが、それは全

界統一資格である「賃貸不動産経営管理士」制度の講習会

国一律ではなく、市町村ごとに総合戦略を立てて地域にあ

運営協力、定期借家推進協議会等への協力等、積極的に進

わせたまちづくりをする必要がある。そのためには宅建協

展した旨報告があった。その後決算承認および定款一部変

会の会員の皆様のような地域の知見を入れるべき」と指摘

更について決議が行われ、全宅連総会は閉会、引き続き同

され、盛況のうちに閉会した。

会場において、平成27年度全宅保証協会定時総会が開催さ
れた。
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て、平成26年度の受付件数は296件であり前年度より50件

（総務委員長 池田周太）

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会

第５回定時社員総会を開催

開催日 平成27年６月30日㈫

成熟した組織になるよう精進していく。」と抱負を述べ

場 所 東京都「ホテルニューオータニ」

ました。

出席者 理 事

上 原 祥 典（副会長）

引き続き行われた議事では、報告事項として、平成26
年度事業報告・平成27年度事業計画・収支予算、決議事

平成27年６月30日㈫、東京にて本会の第５回定時社員
総会が開催されました。

項として、理事の一部選任・平成26年度収支決算と、全
ての議案が原案どおり承認されました。

冒頭、挨拶に立った市川宜克会長は、「26年度に位置

（副会長 上原祥典）

付けた強靭な組織の確立・近未来に向けた事業の整備・
関連事業者との連携による会
員支援事業の充実の実現のた
め、特別委員会での議論を常
設委員会に提言し新たな事業
に迅速に取り組む体制を構築
し、会員の皆様の支援のもと

ハトマーク不動産シンポジウム
６月30日㈫、全宅連と全宅管理の共催開催による「ハ

リクルートすまい研究所の宗所長によるパネルディス

トマーク不動産シンポジウム」が東京のホテルニュー

カッションが行われた。賃貸管理に関する法制化及び全

オータニで開催された。

国的なルール構築の必要性や、高齢者が所有している空

講演は２部構成となっており、第１部では基調講演と
して、慶応義塾大学大学院の岸博幸教授が「日本経済と
これからの不動産市場」をテーマに講演を行われた。景

き家流通に関する対策等積極的な議論が交わされた。
当日は、全国から600人以上が参加され、盛況のうちに
閉会となった。

気回復や経済活性化について、長期的に経
済を向上させるためには「地方創生」によ
る地方経済の活性化が欠かせない要因であ
ると指摘されるとともに、不動産業界を取
り巻く環境は多くの課題を抱えているが、
課題が多いからこそイノベーションが生ま
れ、そこから業界全体を活性化させること
ができると述べた。
続いて第２部では「空き家・相続対策と
不動産管理」をテーマに明海大学不動産学
部の中城学部長をコーディネーターとし、
全宅連の山上広報啓発委員長、全宅管理の
佐々木専務理事並びに千振業務企画委員、
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高齢者､障害者､子育て世帯の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援

「山口県居住支援協議会」設立なる！ 会長に五郎丸会長就任！
山口県における福祉の向上と住みやすい地域づくりを

や趣旨の理解を深めるとともに、より多様で包括的な支

目的として、高齢者、障害者、子育て世帯といった住宅

援が可能となるよう、積極的な連携を図ることが重要と

の確保に特に配慮を要する者の民間賃貸住宅への円滑な

なりますので、ご支援を頂きますようお願いします。」

入居の促進等について協議・検討するため、行政と民間

と、総会に当たっての挨拶がありました。

関係団体で組織する、山口県居住支援協議会（以下：協
議会）が設立されました。
設立総会及び第１回総会が、平成27年７月14日㈫に県

続いて五郎丸会長が議長に就任され、議事が進められま
した。
１．平成27年度事業計画案

庁で開催され、（一社）山口県宅地建物取引業協会より

２．平成27年度予算案

五郎丸会長以下、９名の常務理事が出席致しました。協

３．住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の説明

議会は、本会を含む４つの不動産関係団体、社会福祉協

が行われ、全議案すべて賛成多数により承認され、総会

議会、19市町の担当部局、県庁内関係８課の32団体で構

は無事終了致しました。

成されています。
本会は不動産関係団体の一員として、住宅確保要配慮者
向け賃貸住宅の安定供給を図るため、宅建協会の会員皆様
のご協力を頂きながら、オーナーへの協力要請、また、住
宅情報の登録を促進する役割を担うこととなります。

今後、山口県居住支援協議会において以下の活動を行っ
て参りますので、会員皆様のご協力をお願い致します。
⑴ 住宅情報の登録促進
住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅について安定供
給を図るため、一定の質が確保された住宅情報の登

設立総会は、坂本哲宏土木建築部次長の挨拶に続き、児

録を促進する。

玉尚住宅課長が議長に就任され、議事が進められました。

⑵ 実態調査の実施

１．協議会設立の趣旨

民間賃貸住宅における住宅確保要配慮者の入居制

２．会則

限の実態について、オーナーや宅建業者へ調査し、

３．役員選任の審議

課題への対応策を検討する。

が行われ､全議案すべて賛成多数により承認され､協議会の
会長に本会の五郎丸孝士会長が選任されました。また、本
会に協議会の事務局を設置することとなりました。
引き続き第１回総会が開催され、五郎丸会長より「民間
賃貸住宅では、高齢者や障害者に対して、家賃の支払い
や入居中のトラブル等の不安から、入居を拒否されてい
るとの事例があります。今後、居住支援協議会として皆

⑶ パンフレットの作成
山口県居住支援協議会の周知と情報提供を図るた
め、住宅確保要配慮者や各種団体等向けのパンフ
レットを作成する。
⑷ 居住支援団体等との連携を図る取組
各協議会や連携団体への民間賃貸住宅等に関する
情報の提供や、相互連携を図る取組を推進する。

様と相互に報告・情報交換することにより、制度の目的

五郎丸会長による議事進行
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総会風景

第１回本部研修会報告書
法務副委員長
平成27年度の本部研修会「第１回山口県不動産研修

清水謙治

ていただきました。

会」が、７月６日山口県セミナーパーク「講堂」にて開

とても場馴れされた話口調に乗せられて、いろいろな

催されました。今回は驚く事に、267社296人の参加があ

改革を進めて来られた実態を説明され、自らもテレビ出

り、私が研修会に携わった17年間近く、これだけの参加

演されて徳島宅建を売り込んでおられるとか、空家等対

があった記憶がありません。とても喜ばしい事ではあり

策の推進に関する特別処置法が全面施行されると、国土

ましたが、あまりの人数に参考資料等が足らず、大変ご

交通省から補助金680万円を貰ってくるとか、とても精力

迷惑をおかけしました。ある程度の余裕を持って用意し

的な木村会長に圧倒されてしまいました。社会貢献とビ

ているのですが、想定外の出席者数に対応できませんで

ジネスの融合をビジョンに、「動く!」「動かす!」「感動

した。まことに申し訳ございませんでした。今後ともこ

させる!」と、徳島宅建の取り組みをお聞きしました。

の様な参加人数になりますように、研修内容を充実させ
ていく様、努力してまいります。

今回はとても大勢の参加者を得られまして、法務委員
会一同感謝しております。参考資料等の不手際もござい

定刻に西村法務委員長の司会で始まり、五郎丸会長の

ましたが、参加された会員や従業員の皆様、大変ありが

挨拶の後に、顧問社会保険労務士の藤田良三様による、

とうございました。法務委員会の皆さんには、大変お疲

演題「知らないではすまされない！コンプライアンスの

れさまでした。ありがとうございました。

基礎知識」が講演されました。コンプライアンスとは何
かから始まりまして、コンプライアンス
の重要性について話されました。問題社
員への対応から、テレビドラマでもやっ
ています、パワハラ・セクハラ・マタハ
ラ・モラハラなど、メンタルヘルスの対
応の必要性についてや、職場で見られる
精神疾患の種類など、とても人事では無
い会社経営の難しさを実感しました。
第２講話は、「空き家・空き土地相談
会

～徳島県宅建協会での取り組み～」

と言う演題で、（公社）徳島県宅地建物
取引業協会会長

木村正美様に講話をし

徳島県宅建協会

木村会長

顧問社労士

藤田先生
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「ハトマークＲ住宅推進店」 第３回研修を終えて
専務理事
昨年より「ハトマークＲ住宅推進店」普及に向けて取り
組んで参りましたが、今年は、各種県事業への協力会員
を募る目的も兼ねて、「第３回研修会」が、支部ごと５回
に分けて本部不動産会館３階研修ホールにて実施され、最
終、計155社180名の参加をもって８月６日に終了いたし
ました。
この度の研修は、宅地建物取引士の方々に不動産業のエ
キスパートとしての基本的知識を身につけていただきたい
という思いからスタートいたしました。
それゆえ、宅地建物取引士として、消費者へ重要事項
等を説明する際に役立つ情報を、研修内容に盛り込みま
した。
受講された方、それぞれ様々な意識を持って研修にご参
加いただけたことと思います。
既に、ご周知のとおり、本年４月より宅地建物取引主任
者が『宅地建物取引士』へと改称されるに伴い、宅地・建
物取引の専門家としての役割も大きくなり、品位と義務が
より一層厳格化されています。
そのような状況のもと、これまで１年半にわたって実施
して参りました一連の本研修を通じて、一人でも多くの取
引士の方に、“中古住宅流通の必要性”を実感していただけ
れば幸甚です。
また、本研修が会員皆様方の新ビジネスでの地位向上に
繋がる良い機会となりますことを期待しております。
最後に、多くの会員皆様のご参加、ご協力に感謝申し上
げますとともに、今後とも引き続き、研修会へご参加賜り
ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

境田次治

「ハトマークＲ住宅推進店」研修結果
（平成27年８月７日作成）
会員数
支部名
下

関

宇

部
萩

山

口

防

府

周

南

柳

井

岩

国

合

計

研修会
（支部及び本部）
受講会員数
（受講者数）
59社
（69名）
34社
（42名）
15社
（16名）
47社
（53名）
37社
（42名）
57社
（78名）
25社
（30名）
53社
（72名）
327社
（402名）

表示ステッカーの
配布会員数
（誓約書の提出）
50社
27社
10社
30社
31社
52社
18社
52社
270社
（82.6%）

第３回研修会
受講会員数
（受講者数）
30社
（33名）
13社
（15名）
７社
（ ７名）
17社
（18名）
18社
（20名）
25社
（29名）
11社
（13名）
34社
（45名）
155社
（180名）

一般研修⇒特別研修 ⇒（誓約書の提出による表示ステッカーの配布⇒推進
店として指定）⇒ 第3回研修⇒「ハトマークＲ住宅推進店」として登録

相談員研修会開催
法務委員
さる８月28日㈮山口県不動産会館に於いて平成27年度
不動産無料相談所相談員研修会が開催されました。当日は
常務理事・法務担当理事・相談員の皆様ご多忙中にも拘ら
ず32名の方々にお集まり頂きました。
今回は清水法律事務所 弁護士清水茂美様を講師にお招
きして「不動産トラブルについて」（売買及び賃貸に関す
る事例の紹介）のお話を頂きました。
・敷金返還と原状回復
・「夜逃げ」した賃貸人に対する明け渡し請求
・管理地内の放置車両の処理
・ゴミ屋敷
清水講師が実際解決された事例をわかりやすく説明され
私自身大変勉強になったところです。
契約は公序良俗に反しない限り自由に行うことができま
すが、公平でなくてはなりません。国土交通省住宅局が平
成23年８月に発行された“原状回復をめぐるトラブルとガ
イドライン”（再改訂版）の別表第５を契約に先立ち借主
だけでなく貸主にも充分説明し納得を得て行うようにすれ
8

藤井修二

ば、退去時の敷金返還請求と原状回復義務がスムースに行
われると思われます。
不動産の無料相談業務は,協会の社会貢献事業として大
変重要です。今後も宅建協会と社会との信頼の構築の為
にも、会員の皆様の更なるご協力とご理解をお願い致し
ます。

山口県住宅課からのお知らせ
「下水道法」及び「地域再生法」の改正に伴う重要事項説明の追加について
「水防法等の一部を改正する法律」（平成27年５月20日公布

平成27年７月19日施行）

下水道法改正の概要（宅建業の関係する部分）

○施行令第３条第１項第18号の５が追加されました
○重要事項説明書に下水道法第25条の９が追加されました

管理協定の効力が及ぶ範囲 （25条の９）
公共下水道管理者

下水道法第25条の７に規定する公示があった管理協定の
対象とされる雨水貯留施設が含まれる宅地又は建物を購入
等する者が、その管理協定の効力を知らなかった場合、不

雨水貯留施設

管理協定の締結

公示

（25条の3、25条の4）

（25条の7）

測の損害を被るおそれがあることから同法25条の９を新た

雨水貯留施設所有者

に説明すべき重要事項として位置づけられました

「地域再生法の一部を改正する法律」（平成27年６月26日公布

公示後に雨水貯留施設
の所有者となった者

平成27年８月10日施行）

地域再生法改正の概要（宅建業の関係する部分）

○施行令第３条第１項第33号の２が追加されました

市町村が作成する地域再生土地利用計画
複数の集落を含む生活圏（集落生活圏）

○重要事項説明書に地域再生法第17条の８第１項及び第
３項が追加されました
市町村の作成した地域再生土地利用計画の規定する集落

集落

生活圏の区域に含まれる宅地又は建物を購入する者が改正

集落

集落

後の地域再生法第17条の８に規定する届出義務を知らな
かった場合、届出をしないこと等により罰則を受けるな
ど、不測の損害を被るおそれがあることから同法17条の８

区域内の一定の開発行為は届出の対象（17条の8第1項及び第3項）
届出をしない等は罰則（38条）

第１項及び第３項を新たに説明すべき重要事項として位置
づけられました

市 町 村

宅地建物取引業に係る申請書類審査にあたっての留意事項について
◆土木建築事務所では申請書類の審査は行いません。

正本①副本②を提出

正本①副本②を進達

◆お預かりした書類は全て当事務所から住宅課へ進
土木建築事務所

達します。
◆書類の審査は住宅課が行います。訂正や不備があ

申請者

る場合には、住宅課から別途連絡をいたしますの
で、対応についてよろしくお願いします。

住宅課
留意事項を記載した書類を手交

審査終了後に副本①を返却

【申請書類についてのお問い合わせ先】
山口県土木建築部 住宅課 民間住宅支援班

☎︎083-933-3883
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山口県行政書士会からのお知らせ

行政書士ＡＤＲセンターやまぐち

10

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「急がれるマイナンバー対策」
マイナンバーが個人に通知される10月１日が近づき、企業もマイナンバー対策の実施が本格的に迫られてきていますが、
日本商工会議所はじめ、各種調査結果を見ると中小企業ではマイナンバー制度への対応について進んでいないのが実情のよう
で、中には何をどうしてよいかわからない、あるいはマイナンバーの存在自体を知らないという会社もあるようです。しか
し、マイナンバー法の実施はもうそこまで来ています。マイナンバー法ではマイナンバーの収集から管理・保存、廃棄に至る
まで厳格で複雑なマイナンバーの取り扱いを定めており、当社が８月に実施したマイナンバーセミナーの資料は可能な限り簡
略化しましたが、それでもＡ４サイズで60ページになりました。今回は企業が取り組むべきマイナンバー対策の概要を説明し
たいと思います。
１ マイナンバー収集
平成27年10月から全国民の住民票住所地にマイナンバーが通知され、2016年１月からマイナンバーの利用が実施されます。
マイナンバーの利用にあたり、企業では以下の対象者からマイナンバーを収集する必要があります。
■従業員及び従業員の家族(配偶者や扶養家族等) 正社員だけでなく、パート、アルバイト等名称に関わらず給与支給対象者全員
■個人事業主(弁護士や税理士、講演･執筆者への謝礼金など個人への支払いが発生する場合)
マイナンバーの収集前には各従業員に住民票住所地にマイナンバーの通知があることを周知し、マイナンバー収集方法、
収集担当者を決定しておくことが必要です。収集担当者は必要最小限の人数とし、収集が最短連絡網で収集できるようにし
ておくことが肝要です。
また、収集時には利用目的の通知を行うことが必要で、利用目的の通知の具体例としては ①源泉徴収事務 ②社会保険
事務の２つとなります。マイナンバーの収集時には、本人確認が必要で、マイナンバー通知カードと運転免許証、パスポー
ト等の資料により、◎番号確認：提示されたマイナンバーが提示者本人のものかどうかの確認と◎身元確認：提示者が本
人であることの確認が必要です。
２ マイナンバー管理・保存
収集したマイナンバーは、政府が取り決めたガイドラインにより、以下のように厳格に管理・保存することが規定されています。
①マイナンバーを取り扱う事務の範囲の明確化
②マイナンバー等の範囲の明確化
③マイナンバー等を取り扱う事務に従事する事務取扱担当者の明確化
④マイナンバー等の適正な取り扱いの確保について組織として取り組むための基本方針の策定
⑤マイナンバー等の適切な取り扱いを確保するための取扱規定の策定
①～⑤を通じて社内安全管理措置として以下のような組織的保護措置をとる必要があります。
●ネットワーク接続コンピュータヘのファイアウォールの構築や情報の暗号化などの技術的保護措置
●個人情報保護に関する社内規定類（人事･給与、福利厚生関連業務の運用規定）にマイナンバー法独自の規定を追加
●保管庫の施錠や立入制限などの物理的保護措置
●従業員に対する教育･研修の実施
●安全管理者の設置、管理体制、苦情処理窓口の整備
●内部管理体制、業務フロー、リスク・情報漏えい対策
３ マイナンバー廃棄
マイナンバーが記載された書類等については、法定の保存期間を経過した場合、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄ま
たは削除しなければなりません。マイナンバーを廃棄・削除した場合は廃棄・削除記録をつけて保存しなければなりません。
４ 委託先でのマイナンバー管理状況把握
会社が税理士、社会保険労務士等に事務の委託を行っている場合は、その委託先でのマイナンバーの管理措置まで会社の
責任が問われます。そこで、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を順守させる契約の締結、③委託先における
特定個人情報の取り扱い状況の把握が必要となります。
マイナンバー法が類似タイプの個人情報保護法と相違している点は、①罰則が厳しいこと ②従業員が１人でもいればマ
イナンバー法の対象となることで、実際の事務担当者だけでなく会社の管理責任も問います。罰則は懲役と罰金の２本立て
で結構重いです。
とてもこれだけの紙面でマイナンバー対策は網羅できませんので、会員の皆さんで希望される方は、当社のセミナーで使
用したテキストを差し上げます。また、疑問点があれば遠慮なく聞いてください。ちなみに当社ではマイナンバー対策とし
て統合脅威管理型セキュリティー保護システムというものを導入しました。マイナンバー対策にはお金がかかりますが仕
方がありませんね。
☞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。

■退職拒否社員の配転「適法」 東京地裁、社員側が敗訴■

オリンパスの現役社員が「退職勧奨を拒否したら不当な配
置転換をされた」として、同社に配転の無効などを求めた訴
訟の判決が東京地裁であった。裁判官は「必要性があって
会社が新設した部署への配転だった」として、社員の請求を
棄却した。配転先の上司も「部下がいない新部署に配置され
た」として会社と訴訟で争っていたため、「訴訟対策で部下
として送り込まれた」とも主張していた。これに対し、判決
は「主張を裏付ける証拠はない」と指摘。

■労働関係法律改正情報■

厚生労働省は、2016年度の雇用保険料引き下げに向け
た議論を始めた。雇用情勢の改善で失業給付が減り、積立
金は６兆円を超えて過去最高となっており、引き下げ幅の
ほか、給付拡充に踏み込めるかどうかが焦点となる。同省
は年内にも結論を出し、必要な法改正をする。引き下げは
労使双方が要望しており、４年ぶりの引き下げとなる公算
が大きく、焦点は下げ幅。
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下
関

shimonoseki

山口県宅建下関支部 平成27年度第１回研修会の概要項目
日時・８月25日
参加者38名（29社）※ 宇部支部から１名参加されました。

売買重要事項説明における業者の業務範囲について
講師

津 村 重 行（エスクローツムラ代表取締役）

法務委員長

白川

保

法務委員

宮原忠義

瑕疵の定義
瑕疵とは、当該目的物を売買した趣旨に照らし、「目的
物が通常有すべき品質、性能を有するか否かの観点から判
断されるべきである。」（判決）
１、八つの不動産トラブルとその対策
Ｑ１ 不動産トラブルは、どのように分類できますか？
買主の自己責任の範囲・（①～④）
売り主の説明義務の範囲・（③～⑧）
①．買主が既に知っている瑕疵
②．買主が少し注意すれば知りえる瑕疵
③．売主が誠実に告知した瑕疵（事実である場合）
④．専門検査により判明する隠れた瑕疵
⑤．売主が調査拒否をした部位の隠れた瑕疵
⑥．売主が知っていて告げなかった瑕疵
⑦．売主が知っていて告げなかった瑕疵
⑧．宅建業者が行うべき通常の不動産調査で知りえる隠れた瑕疵

Ｑ２ トラブル防止対策には、どのようなものがあり
ますか？
⑴ 売り主情報の対策・「売主の不動産情報告知の契
約条項」・売り主が知っていることをすべて書面に
⑵ 買主情報の対策・買主が主とする契約内容につい
て（目的・用途・計画）を重説・売買契約書に明記
⑶ 専門検査による情報・専門検査によらなければ不
明な情報が存在することを伝えること。
⑷ 宅建業者による通常の不動産調査情報
２、 業者の説明義務範囲
Ｑ３ 重要事項説明をすべき事項には、どのようなもの
がありますか？
⑴ 宅建業法第35条に基づく重要事項
⑵ 契約内容に重大な影響を及ぼす事項
Ｑ４ 宅建業者の業務範囲の特約合意は有効ですか・
「媒介契約における特約合意は有効」（判決）
３、売買重要事項の調査・説明から、原則的に、除外され
る事項
Ｑ５ 現況調査宅建業者の業務範囲外になるものは？
・“宅建業者は通常の不動産調査義務はあるが検査義
務なし”
Ｑ６ 周辺環境の調査で宅建業者の調査義務範囲にな
る場合は？
「周辺環境の悪化は仲介業者に説明義務あり」
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Ｑ７ 権利関係調査で、宅建業者の主な業務には、何が
ありますか？
①「取引時点での取引対象物件の特定作業」
②「取引時点での権利関係の調査・確認」
Ｑ８ 権利関係調査で、原則的に業務範囲外とされる範
囲はありますか？
① 従前の土地の利用履歴調査・② 旧紙公図・閉
鎖地籍測量図 ③ 従前の建物の利用履歴調査等
Ｑ９ 法令関係調査で、宅建業者の主な業務は？
・「買主の契約趣旨に照らして、宅地の造成工事や建
築物の再建築などの際、法令上の特別な制限が存在
しないかどうか」を調査説明すること。
Ｑ10 事故物件での宅建業者の説明義務範囲はどこまで？
「殺人事件は建物解体後でも隠れたる瑕疵」
４、現況説明の為の添付用の作成書類
Ｑ11 現況説明のための作成書類は？
① 敷地現況図
②「敷地現況写真」
５、取引態様における業者の責任範囲
Ｑ12 売り主の説明義務の範囲はどこまでですか？
（売り主）は、○○ハウス（仲介業者）に売買契
約の成約に向けて委任している以上、○○ハウスは、
（売り主）の履行補助者であるから、○○ハウスの
不履行の責めは被告（売り主）も負うこととなる。
Ｑ13 販売代理業者は、どこまで責任を負いますか？
「販売代理業者でありながら、売り主の一切の代
理人として取引をしていた場合は、売り主と同様の
告知義務を負う」（最高裁裁判長）
６、取引上の契約目的物と契約趣旨について
Ｑ14 建物に価値がない場合は、「契約目的物」をど
のように記載しますか？
“古家付き土地売買契約”・“建物価格はゼロ円とし
ます”を追記する。
Ｑ15 筆界特定記録があるときの処理は？
「筆界特定書の写しの交付申請」「筆界特定図」
※重説作成上の疑問について、幅広い分野にわたって、
豊富な資料により説明いただき、重要事項説明の範囲と
内容が随分明確になりました。今後とも、不明な点や疑
問点をピックアップして、研修の機会と成果を会員にお
届けするよう、努力する所存であります。

支 部 だ よ り

平成27年度

価格査定
業務委員長

大 田 耕一郎

下関支部においては、本年度の価格査定を８月27日に

影響で上昇傾向にあるポイントなど、不動産の市場性や

リサイクルプラザ（第２研修室）にて開催しました。価

地価の動向を再確認することにもつながったと思いま

格査定に何回も参加しているベテランから初めて参加し

す。

た人など、不動産取引に精通した32名で、全730ポイン

また、下関支部のハトマーク山口「価格査定システ

トを５エリアに分け査定を行いました。みんなが出した

ム」の利用が少ないこともあり、この機会に利用促進の

査定価格が「価格査定システム」に反映され、下関支部

告知を行うことができました。

のみならず全支部会員が利用できることを説明し、この
重要性と必要性を認識してもらいました。
ほとんどのポイントは下落傾向にある中、横ばいで取

今回こういう行事に参加し、不動産に関する専門家と
して不動産市場の把握の重要性、また協会員として会員
サービス構築の協力の必要性など考えさせられました。

引されているポイントや今春開通した下関北バイパスの

業務委員
此の度、初めて下関支部の標準事例地価格査定に参加
させていただきました。今まで、どのような形で価格査

林

豪秀

う、ほぼ正解に近い基準値が出たものと確信するに至り
ました。

定が行われているのか分からなかったのですが、今回実

下関支部のハトマーク山口「価格査定システム」の利

際に参加することによって、ここで決定された価格査定

用はまだまだ少ないと聞きましたが、不動産価格の変動

が極めて信頼度の高いものであると納得した次第です。

が激しい昨今だからこそ、先見性の優れたこのシステム

手法としては、下関地区を区割りし、1エリアを6～
7人で査定した平均値を採るというオーソドックスなも

を会員の皆様にも大いに活用して欲しいと願うもので
す。

の。各々が出した査定価格には個としての感性や思考が

不肖ながら私も下関の不動産業界の一翼を担うものと

反映されており、私としては大変刺激も受け興味深く感

して、情報収集力や環境分析能力を向上させるべく今後

じましたが、査定結果は、特出した判断に偏らないよ

も一層努力し、来年も参加出来たらと思います。
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宇
部

ube

平成27年度
法務委員長

第１回研修会

土岐山 雪 絵

平成27年度第１回研修会が平成27年６月12日宇部市文
化会館２階で行われました。
梅雨の合間の晴れとはいえ、蒸し暑い中、当初予定され
ていた人数を上回る参加者に用意していたテーブルと椅子
が足らないというハプニングがあったものの嬉しい誤算で
した。
第１講は宇部市産業振興部商工振興課 中小企業振興係
係長中山靖彦様をお迎えして「宇部市と空き店舗情報バ
ンク協定締結と情報登録方法について」お話をして頂き
ました。
宇部市の中心地空き店舗対策に対して宅建協会と協定を
結びたいというご提案から、内容については何度も打ち
合わせを重ね、実際に店舗を探している方に宇部市役所が
窓口になり、宅建協会宇部支部会員が物件登録という形で
協力するというシステムが出来上がりました。稼働は６月
30日からですが、事業補助金制度利用対象物件もわかる
ようになるというので、今回は株式会社エスト様から情報
登録方法を詳しく説明頂きました。
稼働後は宇部市が提供する宇部市事業者のデータベース
「ビジネスマッチング宇部」内にて『うべ空き店舗ナビ』
というバナーから検索が出来るようになります。
第２講は林司法書士事務所より林 萬守先生をお迎えし
て「民法改正と相続税について」お話をしていただきまし
た。これからの民法改正について不動産業に関わりの深い
ところを、いつものように難しいお話を楽しくお話いただ
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きました。今回も時間が足らずもっとお聞きしたいのに
あっという間に終ってしまいました。
これからの不安事項として考えないといけない保証契約
は限度額を定める必要がある、などこれから対策を考えて
おかなければならない事項を中心に、大変勉強になる内容
でした。足らない時間の中で専門外の相続税のお話もして
いただきました。税理士でなくても聞かれる内容は司法書
士の先生も同じということで、お話のされ方にも勉強にな
る事がたくさんあり、とても深いお話でした。
第３項は宇部市土木建築部 都市政策推進課 課長 田村明
治様、市街地整備係 主任 光木 俊治様、まちなか活性化
推進係 青木信之様をお迎えして、「平成27年度中央町３
丁目地区建物リノベーション事業について」と「中心市街
地建築促進助成金事業について」お話をしていただきまし
た。短い時間での説明ではありましたが、宇部市中心地の
有効活用には宇部市の助成が利用出来る可能性があるとい
うことで、ご提案の幅ができる我々にはとても有意義な情
報でした。予算がなくなり次第終ってしまうので早めにお
問い合わせを直接したほうがいいようです。
今回の研修もとても、有意義で深い勉強でした。一人
でも多くの方が研修会に参加されて直接お話聞かれると
いいなと思いますし、是非こんな研修をしてほしいと提
案していただけると、もっともっと実務に活かせると思
います。気軽に声をかけて頂けると助かります。ご協力
に感謝します。

支 部 だ よ り

物件撮影講座開催
初めての「物件撮影講座」が平成27年６月29日支部
事務局で行われ、11名の方が受講されました。講師のた
なかみちよさんは宇部市芸術祭等での受賞歴もあり、フ
リーカメラマンとしても活躍されておられる方です。
基本的なカメラ操作や「壁を撮影する時にピントがあ
わない」「カーテン・証明がない室内を魅力的に写した
い」「室内での明るさの調整がうまくできない」等の事
前質問に沿って説明がされていきました。撮影方法を聞
く前にとった写真と、説明を受けた後撮った写真を皆さ
んチェックされ、ご自分で撮られた写真に「おー！」と
いう歓声をあげておられました。ちょっとしたコツなの
でしょうが、なかなか自分では撮れない魅力的な写真が
撮れたようです。

支部では皆さんのお役に
たてる「研修会・講座」を
開催したいと思っておりま
す。希望される研修会・講
座がございましたら支部ま
でお気軽にご連絡下さい。

新入会員のご紹介
有限会社盛大不動産
代表取締役

佐々木

〒755-0046

宇部市南小串２丁目３番６号

TEL：0836-37-6666

司

FAX：0836-37-6655

この度、山口県宅建協会宇部支部へ入会させて頂きました、有限会社盛大不動産の
佐々木司と申します。
これまで不動産業界とは関わり合いの少ない業界にて仕事をしていた手前、この
業界の仕来りや慣例など、まだ知らないことが多くあります。そこで、これから皆様方のご指導・ご鞭撻を頂
き、ご迷惑をお掛けすることを最小限に精進していく所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

会

員

○入会者（正会員）
１．佐々木 司 ㈲盛大不動産

新規入会

○入会者（専任取引士会員）
１．角田 幹人
藤本建設㈱
２．大塚 英敏
㈲盛大不動産

専任取引士変更
新規入会

の

動

き

○退会者（正会員）
１．中村
馨
ハウジングプラザナカムラ
廃業
２．杉山 晶等
太陽産業㈱
退会
○退会者（専任取引士会員）
１．新谷 和則
太陽産業㈱

退会

免許更新のお知らせ
業 者 名
アイナガサワ㈱
㈲山口不動産ネットワーク
㈲ダイイン地所
岡藤土地建物
㈲タクト
松下不動産
中村建設㈱

免許年月日
Ｈ27．11．28
Ｈ27．11．30
Ｈ27．12．4
Ｈ27．12．19
Ｈ28．1．11
Ｈ28．1．27
Ｈ28．2．22

書類提出期限
Ｈ27．10．28
Ｈ27．10．30
Ｈ27．11．4
Ｈ27．11．19
Ｈ27．12．11
Ｈ27．12．27
Ｈ28．1．22

業 者 名
㈱日栄不動産商事
㈾アイ・アール
㈲東海不動産
㈲原 谷

免許年月日
Ｈ28．4．6
Ｈ28．4．6
Ｈ28．4．9
Ｈ28．4．19

書類提出期限
Ｈ28．3．6
Ｈ28．3．6
Ｈ28．3．9
Ｈ28．3．19

早めのお手続きを
お願いいたします （*^_^*）
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東京から地方へ ―終末の移住―
山口支部長

西村俊爾

日本創成会議がこのたび「東京圏高齢化危機回避戦

あげて徹底した介護予防に乗り出した結果です。後期高

略」を提言しました。東京圏（１都３県）では後期高齢

齢者における認定率も全国平均より低い。こうした先進

者が今後10年間で175万人増、介護のベッド数が13万床

的な取り組みを進める地域は増えている。地域ケアの現

不足、それに伴い、2025年にむけて介護人材は80万～

場は、提言は我々の努力に水を差すものだと強く反発し

90万人の増員が必要となり、地方からの若者流入は

必

ている」と述べられています。又、移住対象者となる団

至で「地方消滅」が加速する。以上の事に対して日本創

塊世代以降の人々は国の高度経済成長期に首都圏に流入

成会議は、お試し移住の支援、定年前からの勤務地選択

し、住宅ローンを払って郊外の団地に住むことで建設業

制度導入や全国41地域を医療・介護に余力のある地域

界を潤し、遠距離通勤にも耐えて交通インフラにも貢献

として移住を推奨（この中に山口県の宇部市、山口市、

した。経済成長という国策のために首都圏へ呼び寄せて

下関市が含まれています）したり、外国人介護人材の導

おいて、人生の最終章に一転、「邪魔者だから地方へ

入、その他をあげられていますが、今回は特に「老人の

行って」と言うようなもの。“人はモノではありません”

地方移住」が大きな焦点となり大きな論議を呼んでいま

と苦言を呈しておられます。

す。提言では空き家を医療・介護施設への転用やロボッ

前述の水無田さんは、人間にとって「死」という内実

トを活用して介護人材の不足を補うなどもありますが、

にも目を向けたいもの。人生の最後を視野に入れたと

今回首都圏の高齢者の地方移住について考えてみます。

き、なじみのある空間で心を寄せられる人がいるか。ど

高齢者の地方移住が進まないのは、移住した先の自治

のような死を迎えるのが幸せなのか。この時代にはそう

体は国民健康保険や介護保険で地元負担が増え、財政が

した「終末期感」が必要ではないのか。誰もが死に向

悪化しかねないとして、受け入れに二の足をふむところ

かって年を重ね、いつかは死んでゆく。だからこそ、当

が少なくないといわれています。又、社会学者で詩人で

事者が「捨てられる」と感じることなく希望に沿う形で

もある水無田気流（みなした きりう）さんは、朝日新

最後を迎えられるような政策を考えるべきでしょうと提

聞７月10日付の紙面で、かつて高度成長期に東京圏が大

言されています。

量の労働力を吸引した時、若者達は希望を抱いて上京し
た。それが今、介護の受け皿が不十分だから地方へと促
される。そんな高齢者の前にどんな希望があるのかと述
べられ、又、男性は、日常は仕事に追われ、地域コミュ
ニティとのつながりが薄く、移住しても失うものはない
かもしれない。しかし女性は子育てなどを通じて培った
地域の人脈を断ち切られ、移住先で夫への依存度が高ま
り、自由になる時間は短くなるといわれています。又、
同日の紙面で高齢者住宅財団理事長の高橋紘士さんも
「要介護者の数は減らせる。要支援、要介護の認定率は
全国平均では18％だが、たとえば埼玉県の和光市では
半分の９％。施設頼みでは財政が破綻するとして、市を
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重く受け止めるべき言葉と思います。

支 部 だ よ り

平成27年度
法務委員会

委員長

第１回山口支部研修会

平連嗣騎

平成27年６月18日㈭山口市湯田温泉のセントコア山口におき
まして平成27年度第１回山口支部研修会が開催されました。
西村支部長のご挨拶の後、第１講は山口税務署

統括国税調

要性を再認識致しました。
続いて第３項は、有限会社ハウスエンジェル
亀岡

代表取締役

章様より「超高齢社会と不動産」という演題でご講演頂

勲様による「平成27年度税制改正について」の講

きました。社会構造の目まぐるしい変化に関して、相続税対策

演を頂きました。住宅取得等資金の贈与税の非課税、結婚・子

とマイホームに関して、空き家の増加に関してなどのご説明を

育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあら

頂き、そしてその状況の中、宅建業者として如何に対応してい

ましなど、旬な内容をご講義頂きました。

くか、その具体的な例を示して頂き、出席頂いた会員様は非常

査官

山本

第２講は、山口市消防本部予防課

消防司令

石津

泰志様

に参考となったのではないかと思います。

より「住宅用火災報知器の設置及び維持管理の周知について」

宅建業者として、もっともっと勉強してお客様の役に立てる

の講演を頂きました。平成16年の消防法改正により火災報知器

相談者とならなくてはならないと感じた、非常に意義のある研

の寝室等への設置が義務化され、それに伴い住宅火災による死

修会であったのではないかと思いました。

者数が減少していること等のご説明などを分かり易く解説して
頂き、改めて借家・アパートの管理業者として火災報知器の重

今後も会員の皆様にお役にたてる研修会を開催出来るよう鋭
意して参ります。

平成27年度第２回山口支部ゴルフコンペ
ゴルフ幹事

右田善弘

去る９月９日㈬、山口レインボーヒルズ泉水原ゴルフクラブ

優勝で御座いました。この優勝が誕生日の前夜祭になりまし

にて平成27年第２回山口市支部ゴルフコンペを、７組27名とい

た！國近社長ですが、常にゴルフに対して類稀な研究と日々の

う多くの方にご参加を頂き開催されました。今回のゴルフコン

練習による努力をされている中で、結果！本日このような成績

ペは、朝から台風17号の通過による影響で午前中から雨が降り

で優勝されたのは素晴らしい事と思います。最初ハーフのラウ

始め、風が吹き始めコンディションとしては良い方ではありま

ンドでは43で上がって来られ、もうすでにここで優勝がちらつ

せんでしたが、参加者皆さんの日頃の努力、日頃の善行もあり

くとスコアーが大きく崩れるのがよくある事ですが、有ろうこ

まして、前回のラウンド平均スコアーよりも今回は素晴らしい

とか後半は44で回られました。今回の優勝が國近社長にとって

結果となりました。スコアー90台以下のプレイヤーがなんと７

今後大変大きな自信になったのではないでしょうか？次回のラウ

名!!とレベルの高いコンペになりました。また、今回は初参加の

ンドも好スコアー期待してます!!準優勝は、ミサワホーム中国㈱

方も５名！とコンペも益々盛況に出来る様になりました。次回

の松浦康治様！、第３位はエルクホームズ㈱の徳満

の参加も是非宜しくお願いします。

で、準優勝・３位はハウスメーカーさんからのご参加でした。

さて気になる成績発表ですが、この悪天候でも実力を難なく
出されるという実力者として発表したいと思います。優勝はコ

智己様

おめでとうございます。次回は是非社員の方からの多数のご参
加宜しくお願いします。

ンペ開催の次の日が誕生日（９月10日）という(有)國近不動産情

今回も持ちハンディ戦を採用しました。これによりいつもの

報センターの國近 正社長様です。スコアーもハンディキャップ

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

24にも関わらず、何とスコアー87!!（ネット63）という断トツ

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。また、上位入賞以外
にも、当月賞、当日賞などにも入賞を用意してなるべく多くの
皆様に楽しめるように企画してます。次回は11月末、12月初旬
辺りで忘年会ゴルフコンペとして開催予定です。
グロス

ＮＥＴ

勝

コンペ結果
國近

正

87

63.0

準優勝

松浦

康司

102

69.0

３

徳満

智己

85

71.0

優
練習グリーンにて参加者集合時撮影

今大会ぶっちぎり優勝の國近 正 様 撮影

位
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新入会員のご紹介

yamaguchi

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小田と申します。12年間の
会計事務所勤務を経て独立系FPとして5年、その間多くの住宅購入予定者、相続での家
土地の処分や、空き家の問題を抱える問題に直面してきました。「住宅資金計画とライ
フプランの作成」を主軸に各種専門家と連携し、不動産と
いう「資産」が「負債」にならないようにとの想いから思
い切って法人を立ち上げました。新参者ではありますが､何
卒、ご指導頂きますよう宜しくお願い致します。

㈱ライフデザイン研究所
代表取締役

小田

博隆

〒753-0064 山口市神田町5-11山口神田ビル４Ｆ
TEL：083-901-7171（お客様専用）
083-929-3170（代表直通）
FAX：083-963-4222

この度、山口県宅建協会山口支部に新規入会させていただきまして、ありがとうござ
います。株式会社ネクサス不動産の永安紀之と申します。
お客様の大切な財産である不動産を託されるものとしての誇りと責任を持ち、不動産
に関わる多くのニーズにお応えできるよう専門的知識を習得し、お客様と地域社会の豊
かな発展に貢献して参りたいと思います。
なにぶん未熟な若輩で至らぬ点も多々あるかと存じますが、皆様方のご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

㈱ネクサス不動産
代表取締役

永安

紀之

〒753-0067 山口市赤妻町３番１号
TEL：083-902-5397
FAX：083-902-5398

積水ハウス在職中（34年間）は、皆様には大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。
この度、皆様方のお仲間に加えさせて頂く事になりました。これからは、積水ハウス
専属の業者として仕事をしてまいります。色々不慣れなこと
も多く、皆様にはご迷惑をお掛けする事も多々あると思いま
すが、ご指導の程よろしくお願い致します。

㈱ライフサポート
代表取締役

山根

博文

〒753-0861 山口市矢原956－２
TEL：083-902-6678
FAX：083-902-6679

初めまして。株式会社マイルームの下道一範と申します。
昭和63年に内装業者として創業し、現在は年間300件を超えるリフォームを中心として、
山口市内を中心に活動しております。この度は全国的課題になっております空き家問題や、
空きアパート問題など、そして良質な中古住宅の提供をはじめ中古住宅市場の活性化に向け
て我々の個性を活かすことが出来たらと考えております。弊社は建築現場色の強い会社では
ございますが、不動産業界におきましては全く無知な部分も多
く、会員の皆様にご指導頂きながら少しずつこの業界に関わる
ことが出来れば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

㈱マイルーム
代表取締役
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下道

一範

〒753-0831 山口市平井152番地５ 101号（ベスト電器となり）
TEL：083-928-3965
FAX：083-928-3944

支 部 だ よ り

「たっけん結婚応援団 第１回カップリングパーティー」の開催
山口支部

業務委員会

委員長

尾村成一
課が所管する「やまぐち結婚応援団」に登録済みです。

この度山口県宅地建物取引業協会の社会貢献事業の一

（県のホームペジに開催日時等掲載）

つとして、平成27年10月４日㈰山口市湯田温泉「セント
第１回カッ

当日カップルになられた方にはカップル賞。また、宅

プリングパーティー”を開催することになりました。独身

建協会ならではの副賞として１年以内に結婚が決まり、

の男女に出会いの場を提供し、結婚を支援していきたい

アパートを契約された方には仲介手数料半額補助券（条

と考えています。これは山口県が勧める少子化対策に協

件有り）を差し上げることにしています。

コア山口」において、“たっけん結婚応援団

力すると共に、延いては業界へプラス効果（カップル誕

《パーティー内要》お見合いツーショットタイム・フ

生→結婚→アパート入居→子供誕生→成長→住宅購入）

リータイム（ソフトドリンク・ケーキバイキング他）・

になれば。と淡い期待をこめて企画しました。この企

気になる人カード・連絡カード・カップル投票・カップ

画は山口県健康福祉部こども・子育て支援局こども政策

ル発表！

会
◎新規入会者
・㈱ライフデザイン研究所
代表者 ・専任取引士
・㈱ネクサス不動産 代表者 ・専任取引士
・㈱ライフサポート 代表者 ・専任取引士
・㈱マイルーム
代表者 ・専任取引士
◎代表者変更
・エルクホームズ㈱山口営業所
・山陽綱機建設㈱

◎専任取引士変更
・㈲フジイプランニング
・㈱東武住販山口店
・エルクホームズ㈱山口営業所

小田
永安
山根
下道

員
博隆
紀之
博文
一範

（新）徳満 智己
（旧）曽我 裕巳
（新）平田 雅典
（旧）平田 惠敏

（新）藤井
（旧）矢田
（新）川﨑
（旧）小阪
（新）藤兼
（旧）森川

の

動

き

◎免許番号変更
・㈱丸久 不動産事業部 山口支店
（新）山口県知事（１）第3499号
◎住所変更
・㈱コムズコーポレーション山口支店
（新） 〒753-0074 山口市中央五丁目7－3－102号
◎退
会
・㈲家土商

代表者・専任取引士 石田

勝巳

孝人
紘司
真
幸彦
弘幸
光雄
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防
府

hohu

不動産研修会
防府支部広報委員長

宇多村 智 憲

会員の業務サポートの一環として、当支部の中司仁史
ＩＴ委員長による「山口宅建らくらく契約書の実務」に

３．講師並びに研修科目
第１講「山口宅建らくらく契約書の実務について」
講師：防府支部ＩＴ委員長 中司

ついて、実際のＰＣ画面をスクリーンに投影しながらの

仁史

様

第２講「Ｒ住宅の登録・実務について」

解説が行われました。

講師：県本部業務委員長

次に（一社）山口県宅地建物取引業協会の取り組みで
ある「ハトマークＲ住宅」の登録・実務研修会を行い、

塩田

博志

様

第３講「家賃収納管理支援事業について」
講師：㈱アーネット

講師としてお越しいただきました塩田業務委員長のお話

下永吉

仁

様

に各会員耳を傾けていました。
支部として、操作方法など実務的な相談にも対応し各
会員の業務をバックアップして行きたいと考えていま
す。
１．日

時

平成27年８月６日㈭
午後１時30分～３時30分

２．場

所

防府市八王子１－29－20
アパホテル２F

光琳I

平成27年度価格査定の実施
企画研修委員長

上田清侍

８月20日㈭13時より、支部会議室にて平成27年度の価
格査定を行いました。
本年度は25名の会員が参加し、５名１組のグループを
作り694ヶ所の査定を行いました。
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毎年査定ポイントを増やしながら、全てのポイントの査
定を精査しています。
お客様のご要望に適確にお応えする為、会員一同真剣に
取り組んでおります。

支 部 だ よ り

新入会員のご紹介
アイテム株式会社
代表取締役

松富三枝子

〒747-0046 防府市千日二丁目7-24
TEL：0835-28-0121 FAX：0835-28-0121
山口県知事（1）3486
この度山口県宅建協会防府支部に入会させていただきました、アイテム株式会社の
松富三枝子と申します。
今まで、経営コンサルタントをしている主人の仕事をサポートしてきましたが、Ｍ＆Ａや事業承継などで不動
産が絡む案件が増えてきた事により、宅地建物取引士の勉強を始めました。
昨年の合格を機に今年の３月に宅建業の免許を取得しましたが、何分不動産に関しましては全くの素人でござ
います。わからない事ばかりですので、皆様にご迷惑をお掛けする事が多々あると思いますが、ご指導を仰ぎな
がら頑張って行きたいと思っております。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

株式会社リビルド
代表取締役

橋本龍太郎

〒747-0034 防府市天神2-3-32 天神藤井ビル1Ｆ
TE：0835-28-9890 FAX：0835-28-9891
山口県知事（1）3497
会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
少子高齢化と言われ久しい現在、山口県は高齢化率全国４位、その他空家率は全国
８位でございます。人口減少を少しでも食い止め、地域の定住促進をはかり活性化させたいとの想いから株式会
社リビルドを設立させていただきました。
リビルドとは再構築するという意味が含まれております。空家管理、リノベーション事業などを主として活動
していきたいと考えております。
会員の皆様にご指導を仰ぐことが多々あると存じますが、何卒よろしくお願いいたします。

会
◎新規入会者
・アイテム㈱
・㈱リビルド

代表者
代表者

◎退会者
・㈲多々良不動産
・矢野不動産
◎代表者変更
・㈱ウエダ

松富三枝子
橋本龍太郎

山口
矢野

潔（正会員）
太郎（正会員）

上田 義明 → 上田 清侍
（義明さんは専任取引士）

員

の

動

き

・㈱正栄ホーム
◎所在地変更
・㈲ＢО企画

松田

公一

→

防府市駅南町16-11
→

松田

初子

西仁井令１-３-20

◎免許番号変更
・㈱丸久
山口県知事（６）2485 → 山口県知事（１）3499
・㈱丸久不動産事業部防府支店
山口県知事（６）2485 → 山口県知事（１）3499
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周
南

shunan

平成27年価格査定について
業務委員長

島津和典

７月16日に周南支部において、恒例の標準事例地の価

1,529件で、前年度に比べて倍増しており、支部の多くの

格の見直しを行った。参加38名。多数の参加を頂き、ご

会員が利用しております。宅地建物取引士の誕生の中、

協力頂きました皆様に深く感謝致します。周南支部の査

価格の査定業務においては、益々その信憑性を要求され

定地登録ポイントは927ポイントあり、全てのポイント

る状況になっています。協会の財産であるデーターベー

の価格の見直しを行いました。また見直し作業終了後、

スを守り、より発展させる為、会員のご協力をお願い致

会場を移し、懇親会も和気あいあい大変盛り上がりまし

します。尚、価格査定は、県のホームページ上より出来

た。周南支部での価格査定のＰＤＦ出力回数は、昨年度

ますのでそちらの利用拡大をお願い致します。

新南陽・熊毛

徳山－１

徳山－２
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新南陽・熊毛

下松

徳山－１

徳山－２

支 部 だ よ り

下松

光･大和

価格査定担当割当表（27年度）
総括責任者

H27.７.16
池 田 周 太・島 津 和 典

１．新南陽・熊毛（171）

１．藤 井 修 二（㈲とーか） ２．古 賀 隆（㈲南陽土地建物） ３．河 村 和 則（周南システム産業㈱） ４．半 田 和 生（㈱古無新）
５．松 井 功 二（周南システム産業㈱） ６．後 藤 啓 子（㈲不動産管理） ７．中 野 洋 介（周南不動産） ８．吉 木 葉 子 （㈲不動産管理） （８名）

２．徳山−１（181）

１．箱﨑壽美枝（㈲司地所） ２．植 松 昭（ウエマツ地建） ３．塩 田 剛（㈲ヤシマ） ４．西 原 健 寛（㈱みゆきはうす）
５．三 牧 武 彦（三牧不動産） ６．松 尾 泰 治（アオイ不動産㈲） ７．佐 野 弘（㈲佐野不動産） ８．伊 藤 哲 夫 （㈲西日本土地開発） （８名）

３．徳山−２（183）

１．池 田 周 太（三和土地建物㈱） ２．大 林 英 之（㈲ライフアップ周南） ３．島 津 和 典（徳山不動産） ４．箱 﨑 功 一（㈱司地所）
５．泉 美由紀（㈱みゆきはうす） ６．堀 口 公 明 （㈱マイスペース） ７．福 田 浩 章（㈲COLeコーポレーション）
８．村 瀬 智 美 （㈲ムラセ商事） ９．古 賀 範 基 （㈲アクセス）

（９名）

４．下松（204）

１．小 林 拓 宏（㈲下松不動産） ２．山 崎 圭 吾（㈱五郎丸） ３．早 田 英 臣（不動産情報センター） ４．石 原 淳 子（三和土地建物㈱）
（７名）
５．藤 井 勉（㈲藤和地所） ６．金 清 祥 二 （㈲マルカ） ７．児 玉 幸 市（千年ホーム）

５．光・大和（204）

１．築 山 昌 嗣（㈱リビングアート） ２．川 本 宏（㈱ファノス） ３．富 谷 英 司（富福不動産） ４．市 川
５．清 水 心 平（㈱ファノス） ６．河 島 俊 亮 （㈱司地所）

光･大和

修（三和土地建物㈱）
（６名）

新入会員のご紹介
株式会社みうら
取締役社長 三浦

敏裕

〒746-0022
周南市野村３丁目24番１号
TEL：0834-63-8811 FAX：0834-64-2110
この度、山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました株式会社みうらの三浦
と申します。
弊社は、昭和２年に創業し、『幸せを木と共に85年』のキャッチフレーズのも
と、一貫して木材業を中心に事業を行って参りました。その事業の中で、住宅における構造材から内装材、
オーダー家具など、家に関する木材のほとんどを手掛けております。また、昭和61年より増改築（リフォー
ム）事業も行っており、この部門の機能を高めるため、新たに不動産事業に参入させて頂きました。
私どもの会社は、不動産業界のことはほとんど未知の分野でございますので、今後とも、協会の皆様方
のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

有限会社 周南総合サービス
代表取締役 河村 正士
〒743-0011
周南市光井三丁目12番９号
TEL：0833-57-4218 FAX：0833-71-6118
残暑の候、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。
この度、周南支部に入会させていただきました㈲周南総合サービスと申します。
開業にあたり沢山の方々にご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
良い事業を目指して邁進してまいりたいと思っております。
皆様方のご指導、ご鞭撻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上げます。
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柳
井

yanai

支部長あいさつ
柳井支部長

松浦哲也

柳井支部会員の皆様には、理事の方をはじめ支部活動に

り、妥当な価格が一般消費者の方に提示できるように、価
格査定委員会には各会員の方の多くのご出席をお願いしま

ご協力を賜り感謝申し上げます。
私が支部長に就任しまして一年数か月が経過しまし

す。また、「ハトマークサイト山口」へも積極的に物件登

た。その間、県本部の理事として県本部の方向性を支部

録して頂ければと思います。私も昨年暮れに知人から周南

会員の皆様にお伝えできるように各委員会へも積極的に

地区で中古マンションを探してほしいというご依頼を頂

参加してまいりましたが、満足な報告ができず申し訳な

き、「ハトマークサイト山口」で物件検索をして２件の情

く思います。

報を得てご紹介したらそのうちの一件で成約になりまし

県本部の理事になるまでは、県本部の研修会にも殆ど参

た。他支部の物件情報、価格査定も便利に利用できます。

加しなかったし、総会にも出席せず、県本部が何をされて

柳井支部の総会で皆様にお願いしましたアンケートの

いるのか、興味も無かったくらいですから、この一年間は

内容で会費の値上げか、支部の合併かの問いでは、まだ

かなり緊張もしました。

結論は出していませんが、値上げをしても支部の存続の

そして今思うことは、我々零細企業が生き残っていく為

方向かなと思います。また、柳井支部のホームページの

には宅建協会という団体が力を付ける事が事業を継続する

存続については、経費の節減もあり私見ではあります

うえで重要な要素の一つであるということ。特に国全体の

が、「ハトマークサイト山口」に統一させて頂ければと

問題である空き家対策については特にそう感じます。一般

思っています。
今後も県本部及び柳井支部の活動にご協力をお願いし

消費者の方に安心して不動産取引を任せて頂ける協会の中

ます。

の一会員でなければならないと思います。
各支部での事業の一つである価格査定も重要な事業であ

会 員 のご 紹 介
【不動産コンサルティング】 【業態開発プロデュース】
〒742-1502
有限会社

山口県熊毛郡田布施町大字波野362-4

田布施不動産

担当；徳本

TEL.0820-53-1744 FAX.0820-53-1794
[HP]http://tabuse.itcube.ne.jp/
バブル崩壊の最中に不動産業界に入りまして26年が過ぎようと
しています。弊社の事業は、売買賃貸管理の他、新築住宅の企画
施工が主な内容となっています。暮らしの中に役立つ生活雑貨を
集めたショップ【季の葩】も隣りに併設しておりますので、お立
ち寄りの折には気軽に声を掛けてください。
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支 部 だ よ り

アンケート集計結果について
柳井支部運営についてのアンケートの集計結果が下記のようになりましたのでご報告いたします。
（回答 33業者

無回答 ５業者）

柳井支部ホームページ運営に関するアンケート結果
一般の方が貴社に問合せ時、ホームページ支部

Q１ パソコンを所持されていますか？
① 所持している

33件

② 所持していない

Q３ 物件案内を見た方からの問合せが多いですか？
０件

Q２ 柳井支部物件登録に物件を登録されていますか？
① 登録している

５件

② 登録していない

28件

（登録されている5業者のみ）

① 多い
１件
② 少ない
③どちらともいえない １件

３件

Q４ 今後柳井支部ホームページの閉鎖について
どのように思われますか？
① 閉鎖した方がよい
４件
② 閉鎖しない方がよい 10件
③ どちらともいえない 18件
④ 無回答
１件

柳井支部運営に関するアンケート結果
①会費の値上げをしても良い
③退会を検討する
①と③両方を選ぶ

hagi

17件
②他の支部と合併しても良い ９件
１件
①と②両方を選ぶ
５件
１件 （値上げ金額によっては退会検討）

萩

萩支部だより
理事

竹内重信

▶大板山たたら製鉄遺跡

今年１月から始まったNHK大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台

「明治日本の産業革命遺産」の一連の始祖たる吉田松陰先

と併せこの７月にはユネスコ世界遺産委員会で「明治日本

生の足跡を偲びつつ、10月20日㈫に前述の５遺産の中か

の産業革命遺産」として萩の５遺産（萩反射炉、恵美須ヶ

ら「大板山たたら製鉄遺跡」周辺を訪ねて研修、次いで

鼻造船所跡、大板山たたら製鉄遺跡、萩城下町、松下村

11月23日（祝、月）には本部事業「ハトマーク空き家無

塾）が世界遺産に登録決定されました。定住人口減少で悩

料相談会」を萩支部は萩市民館研修室にて実施されます。

み続ける萩支部地域も、この所の観光来客アップで少し賑
わいの恩恵を受けております。
８月１日開催の萩支部理事会は、本年度の土地価格査定
協議を行い、次いで本年度研修事業として、今日、問題視
されている「空き家対策」の現地調査を兼ね、「花燃ゆ」

25

岩
国

iwakuni

事例地見直し作業
㈲田中不動産

田中

７月８日の午前10時から午後４時までの約６時間をか

もともと、かなりの数の事例地があるところに、毎年

けて、毎年恒例の事例地見直し作業を宅建協会にて、総

約15件ずつ新しい事例地増やしているので、本当に大

勢26名で行いました。

変です。先ず、新しい査定地を何処にするかを決めるこ

全部で４班に分けて、分担して事例地の評価をしてゆ

とから、その新しい事例地は、査定表により評点を計算

くのですが、どの班も早く終わりたいので、皆さん、最

し、また皆で価額を決めていきます。１件の価額をだす

初から飛ばして作業を行うのですが、だんだんくたびれ

ために、かなりの時間を消費します。

てきて、最後はふらふらになります。そして、結局皆さ
ん、大体４時ちょっと前に終了いたします。
事例地の価額は、班ごとに何人かで金額を一人ずつ出し
合い、一番高い金額と低い金額を除いて残りを平均して算
出します。そのため、どうしても時間がかかります。
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しかし、この評価額によって、価格査定システムがど
んどん良くなるので、最終的には、自分たちの仕事の手
助けになると思い、皆で頑張りました。
皆様、本当にお疲れ様でした。

支 部 だ よ り

第１回岩国支部講習会
㈲田中不動産

田中

７月14日の午後２時から４時半まで、実務についての
講習がありました。今回は『ハトマークサイト山口』へ
の登録方法から始まり、『マッチングリスト』のことや
『山口県宅建らくらく契約書』の登録の仕方から利用方
法について、ばっちり講習がありました。
パソコンをインターネットにつなぎ、プロジェクター
を使って、皆が、一緒に操作しているような気持ちにな
り、説明を受けました。
すでに、いつも利用している方
も、あまり利用していない方も、
大変参考になる講習でした。
内容がふんだんにあるので、時間
ぎりぎりまで、いっぱいいっぱいの
講習となりました。

納涼情報交換会
㈲田中不動産

田中

７月14日の午後５時半から７時半まで、恒例のビヤ

バイキングの食べ放題、飲み放題なので、いろいろな

ガーデンでの情報交換会がありました。約50名の会員が

ものを食べたり飲んだりして、みんなおなか一杯にな

集まり、日頃あまり話をしない方たちと、いろいろため

り、笑顔で過ごしました。

になる話をしてもらったり、それこそ情報の交換をした
り、いつものことながら、和気あいあいと、食事をしな

去年もこの会があったのに、１年があっという間に過
ぎていくことを、感じた１日でした。

がら過ごす２時間はあっという間に過ぎていきました。
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最近の判例から

－寄託された手付金の返還－

仲介業者の欺罔行為が媒介契約の詐欺取消の対象となると
して、業者に寄託された手付金の返還が命じられた事例
（東京地判

平26・８・１

ウエストロー・ジャパン）中村

行夫

中古戸建住宅の売買契約締結時に仲介業者に寄託さ

同年８月又は９月頃、Ｘ２の父であるＸ３の知り合い

れた手付金について、契約を解除した買主が返還を

のＹ１の従業者Ｃ（訴外）から本件不動産の紹介を受

求めた事案において、仲介業者に、代金支払と担保権

けた。

の負担のない所有権移転登記の同時履行ができない危
険性を秘するという欺罔行為があり、媒介契約は詐欺
取消の対象となるとして、寄託された手付金の返還を
命じた事例（東京地裁平成26年８月１日判決

認容

ウエストロー・ジャパン）

同年９月10日、Ｘ３は、Ｙ１との間で、本件不動産
の売買に関する専任媒介契約を締結した。
同年11月17日、Ｘ２の母を加えたＸ１・Ｘ２・
Ｘ３・Ｘ４の４名（原告、以下「Ｘら」という。）は、
Ｂとの間で本件不動産を9500万円で売買する契約を
締結し、ＸらからＢに対して手付金500万円が支払

１

事案の概要

平成23年８月10日、中古戸建住宅（以下「本件不

間、手付金をＹ１及びＹ２（被告、以下「Ｙら」とい

動産」という。）の所有者Ａら（訴外）は、自らの債

う。）に寄託する旨を合意し、Ｙらもこれを保管する

務整理を弁護士（訴外）に依頼するとともに、いわゆ

旨約して当該金員を受領した。なお、契約締結時にお

る債務超過物件である本件不動産の売却を不動産業者

いて、本件スキームに則り、Ｘらの売買代金の支払は

Ｙ２に委託した。なお、Ａらは、売却により500万円

現金で決済することが前提とされた。

ないし600万円程度の現金を受領することを希望して
いた。
Ａらの希望を受けたＹ２、弁護士、不動産業者Ｙ１
及びＢ（訴外、他の不動産業者の代表者）は、Ａらが

同年11月24日、Ｘ１は、本件不動産のＸ１持分に
相当する金額（3500万円）に銀行ローン（以下「融
資」という。）を利用することとして、金融機関Ｄに
融資の申し込みをした。

本件不動産をＢに8500万円で売却した後、Ｂが売主

金融機関Ｄは、本件不動産の担保権者でもあったた

となって、500万円以上を上乗せしてエンドユーザー

め、融資の審査過程において、Ａらに生じる転売差益

に売却し、弁護士は本件不動産の担保権者等と交渉し

が1000万円に上る旨が発覚し、担保権抹消に関する

て、総額8500万円以下の金額で全ての担保権等の抹

担保権者らとの合意は得られず、本件スキームに基づ

消合意を取り付けることを計画した。なお、買主は融

く本件不動産の引渡し・所有権移転は頓挫した。

資を利用しない、現金決済できる者を想定した（以
下、上記計画を「本件スキーム」という。）。
居住用不動産を探していたＸ１及びＸ２の夫婦は、
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われた。契約に際し、ＸらとＢは、決済完了までの

同年12月23日、Ｘらは、Ｂに対し、民法561条（他
人の権利の売買における売主の担保責任）ないし541条
（履行遅滞等による解除権）に基づき、本件売買契約

を解除するとの意思表示し、Ｂ及びＹらに手付金の返

らが売買代金を現金で決済することが前提となっ

還を請求したが、Ｂ及びＹらは返還に応じなかった。

ていたとしても、Ｂは、Ｘ１から融資申込みにつ

平成24年３月６日、Ｘらは、Ｂに手付金の返還を

いて相談を受け、これを許諾していたことが推認

求める不当利得返還請求訴訟を提起（別訴）し、同年

されるから、Ｘ１の融資申込みが売買契約の条件

12月28日、Ｂは、Ｘらに60万円を弁済したが、それ

違反ということはできない。

以上の弁済をしなかった。

⑸

平成25年2月18日、Ｘらは、Ｙらに対して、寄託し

Ｂは、Ｘらに60万円を弁済し、当該弁済金は、
同日時点における元金及び遅延損害金に充当され

た手付金の返還を求めて提訴した。

た。
⑹

２

連帯して、手付金の残元金465万4098円、確定遅

判決の要旨

裁判所は、次のように判示し、Ｘらの請求を容認

延損害金２万1671円及び民法所定の年５分の割合

した。
⑴ 本件スキームは、担保権者らに真の売買価格を秘す
るという点で詐欺的で、本件スキームに基づく媒介契

寄託契約の終了に基づき、Ｙらは、Ｘらに対し、

による遅延損害金を支払う義務を負う。
⑺

Ｘらの請求は上記の限度で理由があるから認容
し、その余の請求を棄却する。

約については、代金支払と所有権移転登記について同
時履行を受けられない危険があることを秘するという
点において、Ｙら側に欺罔行為があったというべき
で、詐欺取消の対象になるというべきである。
⑵

⑷

まとめ

本件判決は、売買契約が売主の違約により解除さ
れたのだから、仲介業者は、寄託された手付金を買

ＸらがＹ１に対し媒介契約につき詐欺取消の意

主に返還する義務があるとした他、取引の枠組み作

思表示をした以上、Ｙ１による相殺の抗弁は理由

りに深く関与した業者と買主の関係において、取引

がない（本件裁判の口頭弁論期日に、Ｘらは、Ｙ

の危険性を秘して行われた媒介契約が詐欺取消の対

１対して、媒介契約の詐欺取消しの意思表示をし

象になると判示した珍しい判例といえる。

た。）。
⑶

３

債務超過物件の売買において、担保権の抹消と代金

Ｘらは、Ｂが期限までに本件不動産を引き渡さ

支払が同時履行されない取引では、買主のリスクヘッ

なかったという売主側の違約を原因として売買契

ジのため、売主が受領した手付金を、仲介業者が履行

約を解除したのであるから、Ｂは手付金の返還義

期まで預かるという方法が採られるが、一方の違約に

務を負い、そして、ＸらがＹらに対して返還請求

より契約が解除された場合には寄託された手付金の帰

をしたことにより寄託契約は終了し、ＹらはＸら

属先について紛糾することも多い。

に対して手付金返還義務を負うことになる。な

手付金の寄託を受けた仲介業者には、契約解除に関

お、Ｙらの手付金返還債務は、商法511条１項（多

する双方の合意内容及び寄託金の帰属先を定めた合意

数当事者間の債務の連帯）により連帯債務となる

証書等の作成と、合意された帰属先への速やかな返還

と解される。

が求められる。

Ｙらは、Ｘらの融資申込みは条件違反で、引渡

（調査研究部調査役）

しができない結果となったしてもＸらの責任であ
り、手付金を没収すべきであると主張するが、Ｘ

（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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・
・
・
・
・
・縁

教 学 相 長

私は若い時から“縁”という言葉を大事にしてきた。とても解決
出来ない事柄が“人との縁”で解決したとか、人生の中で色々な
方の縁を頂いて仕事の幅が広がったなど、まさに“合縁奇縁”の人
生だと思う。
“縁”とは、
『人と人を結ぶ人力を超えた不思議な巡り合わせ』
とある。縁の付く言葉には良縁・縁組・縁故の他に、
他生の縁＝前世で結ばれた縁
多少の縁＝多く生を経る間に結ばれた因縁、前世からの縁
因縁（いんねん）＝基本的な原因“印”とそれを助成する機
縁、すなわち“縁”
などがある。
ところで、平安時代から貴族の家や寺院など格式のある建物に
つけられた“広縁”
“落縁”
“濡れ縁”など、庭に面して広く張り出
した板張りの部分から始まった“縁”は、外でもなければ内でもな
い、外部と内部を明確にするのではなく、曖昧にする日本人独特
の自然との関わり方を表現しているという。

入
№

支部

免許番号

1
2
3
4
5
6
7
8

山口
宇部
山口
周南
山口
山口
岩国
周南

⑴3493
⑴3495
⑴3496
⑴3500
⑴3502
⑴3503
⑴3504
⑴3505

商
号
入
会
㈱ライフデザイン研究所
㈲盛大不動産
㈱マイルーム
㈱みうら
㈱ネクサス不動産
㈱ライフサポート
部屋ナビエステート
㈲周南総合サービス

退

この曖昧さが、日本人の白黒をはっきりさせない日本独特の風
情を造り出して来ているのでは？相手が曖昧な返事や態度をして
いる時、その時の“場”や“空気”を読んで相手の気持ちを汲み取
る優しさがないと会話は成立しない。相手の気持ちになるという
ことが思いやりに繋がる。
その後庶民の家にも縁側が取り入れられ、
“広縁”ほどではないが人が腰を掛けられる
“濡れ縁”が人とのコミュニケーションのスペー
スとなり、座敷に上がって話をする程でもない
が、玄関で立ち話をするよりはよほど開放的で
親しみが沸く。しかし、現代の住宅はこの“縁”
がある住宅がほとんどない。
最近は欧米化の影響からか、白
か黒かはっきり主張することが生き
方として大事であるとの風潮があ
る。確かに、国際交流の中では大事
だとは思うが、あえて白黒つけない
日本人の感性をこの“縁側”で見た
ような気がする。

会

等

代表者

№

支部

免許番号

小田 博隆
佐々木 司
下道 一範
三浦 敏裕
永安 紀之
山根 博文
丸茂 隆章
河村 正士

1
2
3
4
5
6
7
8

岩国
萩
山口
宇部
岩国
防府
防府
宇部

⑿ 763
⑽1540
⑺2096
⑺2151
⑸2696
⑷2758
⑷2852
⑶3115

他

界

次の方が他界されました。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

商
号
退
会
山光商会
落合不動産㈱
㈲家土商
ハウジングプラザナカムラ
㈱白井ビル
矢野不動産
㈲多々良不動産
太陽産業㈱

代表者
岡山
落合
石田
中村
白井
矢野
山口
杉山

光司
勇夫
勝巳
馨
正司
太郎
潔
晶等

会 員
№
1

支部
防府

免許番号
商
⑷ 2758 矢野不動産

号

代表者
矢野 太郎

協 会 の 動き
2 火
8 月
9 火
10 水
15 月
17 水
19 金
20
23
25
29

土
火
木
月

30 火

６月
ハトマークＲ住宅研修会
西日本不動産流通機構理事会
やまぐち犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会
宅建士スタートアップフォーラム
第２回宅建取引士法定講習会
居住支援協議会設立準備会
徳島県宅建協会研修会
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 定時総会
第２回試験事務説明会
中国地区不動産公正取引協議会 理事会
中国地区不動産公正取引協議会 総会
職員採用面接
第２回業務委員会
畑原基成山口県議会議長就任祝賀会
全宅連、全宅保証定時総会
全宅管理定時社員総会
ハトマーク不動産シンポジウム

７月
２ 木 ハトマークＲ住宅研修会(山口・柳井）
６ 月 第１回山口県不動産研修会
９ 木 第２回法務委員会
第２回総務委員会
10 金
塩満山口県議会副議長祝賀会

於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於

会館
広島
山口
東京
会館
山口
徳島
広島
広島
大阪
山口
山口
会館
会館
岩国
東京
東京
東京

出席者 16名
五郎丸
西村
五郎丸
藤井
出席者 ６名
五郎丸、
友弘
出席者 ３名
出席者 ３名
西村、
神田
出席者 ４名
出席者 10名
池田
出席者 11名
五郎丸
五郎丸、池田、大林
上原
出席者 ５名

於
於
於
於
於

会館
山口
会館
会館
下関

出席者
出席者
出席者
出席者
上原

41名
296名
12名
10名

13
14
16
21

月
火
木
火

23 木
27 月
28 火
30 木

３ 月
６
11
17
18

木
火
月
火

21 金
25 火
27 木
28 金
31 月

佐賀県宅建協会より研修視察
山口県居住支援協議会設立総会・第１回総会
ハトマークＲ住宅研修会（下関）
山口県ゆとりある住生活推進協議会 事業実行委員会
ハトマークＲ住宅研修会（宇部・防府）
全宅連西日本地区指定流通機構協議会活性化会議
全宅連中国・四国地区連絡会
ハトマークＲ住宅推進協議会
第３回業務委員会
ハトマークＲ住宅研修会（萩・岩国）
８月
不動産コンシェルジュ中国地区協議会
全宅連中国地区会長会議
ハトマークＲ住宅研修会（周南）
第３回宅建取引士法定講習会
西日本不動産流通機構企画システム委員会
全宅連情報提供委員会
第２回常務理事会
第２回理事会
都道府県協会長・全宅保証本部長合同会議
第３回試験事務説明会
第４回業務委員会
不動産無料相談所相談員研修会
レインズ情報等検討委員会

於
於
於
於
於
於
於
於
於
於

会館
山口
会館
山口
会館
鳥取
広島
会館
会館
会館

五郎丸
出席者 12名
出席者 38名
神田
出席者 41名
五郎丸、
塩田
五郎丸
出席者 21名
出席者 12名
出席者 44名

於 広島 五郎丸
於
於
於
於

会館
会館
福岡
京都

於 会館
於 岐阜
於 岡山
於 会館
於 東京

出席者 36名
竹之内
五郎丸、
塩田
五郎丸
出席者 10名
出席者 27名
五郎丸
西村、
大林
出席者 11名
出席者 32名
五郎丸

31

53

支部お薦めシリーズ

柳 井 支 部

周防大島町、夏の祭典「サタフラ」!!
山口県東部に位置する周防大島町は、かつてハワイ移
民を数多く輩出した町です。明治時代に日本からハワイ
へ約３万人、山口県からは全国で２番目に多い人々が渡
り、中でも周防大島出身者は県内最多の約４千人に上り
ました。1963（昭和38）年には、大島郡とハワイ州カウ
アイ島との間で姉妹縁組を締結し、現在もハワイとの交
流が盛んに行われています。夏には、毎週土曜日に、ア
ロハ（親愛）な夏を迎えるに当たって、2008年から、ハ
ワイの音楽とダンス「フラ」を披露するサタデーフラ、
略して「サタフラ」を開催し、全国各地から、フラダン
サーの皆さんが踊り
に訪れる人気イベン
トです。

柳井支部

時事
雑想

「信頼こそ一番」
皆様初めまして。当社は
平成14年に設立した歴史の
浅い一業者です。
設立以来、不動産業はお
客様との「信義」「誠実」
を重んじる正に信頼産業そのものだと自覚し、毎日の
業務に精進して参りました。
「お客様と業者の関係」「業者と業者の関係」「協
会と業者の関係」はいかがでしょうか、なかでも「お
客様との関係」は、しっかりと信頼が保たれているで
しょうか。信頼を築く努力をしているでしょうか。
私は、テレビドラマをよく見ます。犯罪にかかわる
場面に登場する悪徳業者との関係で不動産業者や町金
融業者がよく登場します。ときには映像で宅建協会の
シンボル、ハトマークの看板が映るときさえありま
す。そのたびに、私は不快な気分になります。これを
見ても、残念ながら、世間にはまだまだ不動産業者に

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

福

田

貞

彦

対して「何かすっきりしない不透明な印象」「グレイ
なイメージ」をお持ちの方が多くいらっしゃるという
ことではないかと思っております。
また免許を持たない不動産ブローカーが、今も横行
し続けています。しかる所に通告してきちっとした回
答は得られず何かもどかしい思いです。なぜ、根絶で
きないのでしょうか。善と悪が混在することが不動産
業界の性なのかと思うことさえあります。
私たちの仕事はお客様の大切な財産に直接かかわる
ことになります。私たちは事にあたり重い責任と自覚
をもって臨むことはもちろんのことであります。私た
ちは法律を順守し、常にお客様の立場に立って真摯に
仕事をすることを第一としなければなりません。不信感
を払拭し、「不動産業者は信頼できる」という声が多く
聞かれるように一層足努力しなければなりません。この
ことこそが、業界の一層の発展のためにも、また、これ
から起業する人たちのためにも、今の私たちそれぞれに
与えられた義務ではないかと思う今日この頃です。
〒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
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