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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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新春を迎えて
会長
あけましておめでとうございます。
平成27年度は消費税増税の影響もあり、一部の大企業
の給与の賃上げが認められたものの国全体としての景況
感はいまひとつで、むしろ都市間格差の広がりと個人所
得の格差もでてきている感があります。
地価については、大都市圏では値上がりしたところも
ありましたが、地方では一部の下げ止まりはみられるも
多くは下がっています。気になることは、少子高齢化や
人口減少の指標であります。このことは地方経済や地価
に大きく影響を与えるものと思われます。今後とも都市
間競争による人口移動の変化はあるかもしれませんが、
このまま減少が続くと消滅都市がでるのではといった
ぶっそうな話題もあります。
その様ななかで既存住宅の老朽化・社会的ニーズの変
化等で空き家の増加が防犯・防災・景観等の観点から社
会問題となっております。特に農村地域における空き家
は、農地がついてくるケースが多いのではないでしょう
か。新たな農地の活用の仕組を行政と共に考え、新た
な就農者の創出を図っていくことが必要であると考えま
す。
次に中古住宅活性化策を昨年の末にバージョンアップ
しており、業務委員会での説明を終え、いくつかの支部
への研修会を行ったところです。このハトマークＲ住宅
の制度の大きな目的の一つは、消費者（買主）に対して
売却不動産情報の非対称解消にあります。また、中古住
宅の評価の仕方も大幅に変更になり、新しいマニュアル
ができました。今後、建物の評価は上がっていくものと
考えます。
次に昨年設立をいたしました居住支援協議会の事業に
ついて申し上げます。主に子供養育世帯、高齢者・障害
者等の方々の民間賃貸住宅への入居促進を図る事業であ
ります。当面の目標としては子育て世帯1,049世帯、高
齢者世帯1,088世帯、障害者世帯627世帯を対象にして
おります。この事業の促進に、不動産業者の役割は大き
なものがあります。つまり、対象入居者の皆様を新たな
町への居住者ととらえ、いかにスムーズに集合住宅並び
に町内のコミュニティーに同化していただくか、業者は
ホテルのコンシェルジュのような働きをし、必要な場所
へは同行し紹介する必要があります。そのようにして入
居者を地域から孤立させない事が重要ではないかと考え
ております。
次に協会事業の柱であります。ハトマークサイト山口
には次のような機能があります。

五郎丸

孝

士

⑴目的から物件を探す機能（賃貸・売買）、⑵地図
から物件を探す機能（賃貸・売買）、⑶ローンシミュ
レーションシステム（月々の返済から購入可能な登録情
報が検索できる）、⑷物件のマッチング機能（賃貸・売
買）、⑸リフォーム費用シミュレーションシステム、⑹
ハトマークＲ住宅登録情報提供システム、⑺会員間情報
交換システム、⑻土地価格査定システム、⑼らくらく契
約書（売買版）、⑽定款・諸規程・西日本レインズ等々
各種規程等、充実した内容になっております。また、昨
年よりテレビ媒体を通じて、ハトマークＲ住宅並びにハ
トマークサイト山口の広告を行っており、県民への認知
度も上がりつつあると思います。上がった認知度の継続
には、ハトマークサイト山口に多くの物件が登録してあ
ることが重要であります。西日本レインズへの登録もハ
トマークサイト山口に入力すれば登録できます。何より
も業者間情報交換システムが簡単で便利になっておりま
すので、会員の皆様の業務の中心におかれましてご利用
いただきますようお願い致します。
次に価格査定システムの件であります。支部によって
は利用が少ない支部がありますので利用の促進を図って
頂きたいと存じます。利用が増えることはそのシステム
の精度が上がることに繋がることになります。県下、各
支部におけるこのシステムの認知度・精度共に上がれ
ば、宅建協会の次なる戦略の大きな武器となり課題への
挑戦が可能となります。
以上提案して参りましたこれらの重点事業を具現させ
るためには、協会会員の理解と役員の「熱意」が必要で
あります。「熱意は力なり、必ず到着せんとするところ
を指せる一種の引力なり」と先人も言っております。28
年度こそは役員の皆様の熱意によって、各事業を協会会
員に定着させ、習慣化して頂きたいと存じます。
最後になりますが、「宅建業界は今のままの業態でい
いのか」という大きなテーマに取り組んで頂きたいと存
じます。少子高齢化の進行、人口減少社会が確実にやっ
て参ります。その現象として今日空き家の増加が目立つ
ようになりました。市場は小さくなりつつあるなかで、
異業種からの不動産流通業への参入があるという異常な
環境にあります。今年は会員の皆様と共にこのことに
ついてのご意見を頂き、業界の方向性を示せれば幸いと
思っています。
今年も会員の皆様におかれましては、協会運営へのご
理解とご協力を宜しくお願い致します。
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年頭知事挨拶
山口県知事
【はじめに】
明けましておめでとうございます。
すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し
上げますとともに、県民の皆様にとりまして、今年がよ
り良い年となりますことを心からお祈りいたします。
昨年は、大河ドラマ「花燃ゆ」の放送をはじめ、ミラ
ノ国際博覧会への出展や「第23回世界スカウトジャンボ
リー」、「ねんりんピックおいでませ！山口2015」の
開催、さらには、県内に５つの構成資産がある「明治日
本の産業革命遺産」の世界遺産登録や、「Mine秋吉台」
地域の日本ジオパークへの認定など、山口県が国内外か
ら大きな注目を集めた一年でした。
本県への関心の高まりを追い風にして、今年は、本県
が誇るべき多くの魅力をさらに高め、広く国内外に発信
するなど、山口県の存在感を強め、新たな活力の創出に
つながる、大きな飛躍の年にしていきたいと考えてい
ます。
【地方創生の推進】
我が国が本格的な人口減少社会に突入する中、本県に
おいては、全国より速いテンポで人口減少や少子高齢化
が進行しており、更なる人口の減少は、これからの地域
経済や県民生活に様々な影響を及ぼしていくことが懸念
されています。こうしたときだからこそ、私は、人口減
少問題に真正面から向き合い、多くの困難を乗り越え、
将来にわたって元気な山口県を創っていかなければなら
ないと考えています。
このため、昨年10月には、人口減少の克服と地方創生
の実現に向け、目指すべき将来の方向や人口の将来展望
を示す「山口県人口ビジョン」と、具体的な取組の道筋
となる「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策
定しました。
総合戦略においては、人口の「社会減の流れを断ち切
る」、「少子化の流れを変える」、「住みよい地域社会
を創る」という３つの基本的な方向を「やまぐち元気宣
言」として掲げ、平成31年までの５年間に、若年者６千
人の雇用の場を創出し、人口の転出超過を半減させると
ともに、合計特殊出生率を1.65まで向上させるなどの目
標を設定したところであり、今年は、未来への明るい展
望を切り拓いていけるよう、取組を本格化させ、着実
な成果につなげていく大変に重要な年であると考えてい
ます。
【社会減の流れを断ち切る】
特に若い世代の県外流出に歯止めをかけ、若者を県内
にとどめていくことが重要であり、その受け皿となる魅
力ある雇用の場の創出に向けて、本県の強みを活かした
次世代産業の育成や戦略的な企業誘致、県産品のブラン
ド化と首都圏等への売り込み強化などにより、地域産業
の「稼ぐ力」を高めていきます。
また、意欲ある中堅・中小企業の経営革新や技術革
新、若者や女性の創業を支援するとともに、農林水産業
の担い手の確保と法人経営体の育成を加速し、成長産業
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化を進めます。
さらに、昨年末に制定した「おいでませ山口県観光振
興条例」に即して、全県的な観光推進体制を整え、山口
宇部空港における国際定期便の実現などインバウンド対
策や、現在展開中の観光キャンペーン「やまぐち幕末
ISHIN祭」を一層推進するとともに、平成30年に迎える
明治維新150年に向けて、機運醸成に取り組みます。
そして、創出された雇用の場を活かし、大学や企業等
と連携・協働しながら、若者の県内定着やUターン就職
を進めるほか、全県を挙げて、幅広い世代を対象とした
UJIターン対策の強化を図ります。国に対して要望して
いる政府関係機関や企業の地方分散の促進についても、
引き続き積極的な働きかけを行うなど、本県への新たな
人の流れを創り出してまいります。
【少子化の流れを変える】
また、若い世代が希望を叶え、安心して結婚、妊娠・
出産、子育てをすることのできるよう、昨年９月に開設
した「やまぐち結婚応縁センター」による、出会いから
結婚までの一貫したサポートを強化するほか、安心・安
全な妊娠・出産のための保健医療体制や、社会全体で子
どもや子育てを支える環境の整備、女性が安心して仕事
と子育てを両立するための保育サービスの充実などに取
り組みます。
教育の面からは、全国一の設置率であるコミュニ
ティ・スクールの活動をさらに活発化させ、社会総がか
りによる「地域教育力日本一」の取組を推進するととも
に、未来を切り拓く確かな力や豊かな心を育み、やまぐ
ちの未来を担うたくましい子どもたちの育成を進めてま
いります。
【住みよい地域社会を創る】
さらに、人口減少社会にあっても、県民の皆様が住み
慣れた地域で元気に暮らしていくことができるよう、中
山間地域での地域資源を活かした新たなビジネスづくり
や医療提供体制の強化に取り組むほか、県民や企業等の
社会貢献活動への参加を促進し、地域の絆づくりを進め
るなど、持続可能で安心して生活できる元気な地域の形
成に取り組んでまいります。
【今年の決意】
今年の干支、「丙申（ひのえ・さる）」には、物事の
本質が明らかとなり、果実が成熟して固まっていくとい
う意味があります。そして、２月には、私の知事一期目
の折り返しとなる、３年目のスタートを迎えます。
人口減少・少子高齢化など、県政が直面している困難
は、県の力だけで突破できるものではありません。
私は、市町をはじめ、企業、大学、金融機関、民間団
体、そして県民の皆様とともに、課題意識を共有し、総
力を結集して、県民誰もがはつらつと暮らせる「活力み
なぎる山口県」の実現を目指し、新たな県づくりを力強
く進めてまいりますので、県民の皆様の御支援と御協力
をよろしくお願いします。
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新年のごあいさつ
山口県宅建県議団団長
山口県議会議長
山口県議会議員
清々しい新春を迎え、皆様にお慶びを申し上げます。
今年一年、皆様のさらなるご発展とご多幸を心からお
祈りします。
さて、イギリスで開催されたラグビーワールドカップ
での日本代表の大活躍、そして、五郎丸歩選手の独特な
ポーズが日本中を席捲した昨年は、大村智教授の生理
学・医学賞と梶田隆章教授の物理学賞の２日連続での日
本人のノーベル賞の受賞など、明るい話題の多い１年で
はなかったかと思います。
山口県においても、明治日本の産業革命遺産として松
下村塾や萩城下町が世界遺産として指定され、NHK大河

畑

原

基

成

長きにわたり混迷、低迷の続いたわが国ですが、わが
国の新たな国づくりがはじまった、日本の先行きに燭光
が見えるようになったと思いますので、今年は、この流
れをさらに確かなものにしていかなければならないと、
私は考えています。
そして、新たな国づくりを進める上でも、人々の暮ら
しを支える基盤である住環境の充実は不可欠です。
昨年は、都市部の大型マンションで杭打ちデータの偽
装が発覚し、住宅の安心・安全を揺るがす由々しき問題
が発生しました。このようなことが二度とないよう再発
の防止を図らなければなりません。

ドラマ「花燃ゆ」の放映、また、世界スカウトジャンボ

山口県においては、チャレンジプランの中で、県民の

リーや、ねんりんピックの開催など、本県を国内外に向

皆様のくらしの安心・安全の実現を大きな課題として掲

けて大きくアピールできた年であったと思います。

げ、防災・減災対策や日々のくらしを支える住環境の充

一方で、懸案であったTPP（環太平洋パートナーシッ

実に努めることとしています。住宅の耐震化の促進や住

プ）協定交渉の大筋合意によりわが国は世界最大の自由

生活基本計画に基づく良質な住宅ストックの形成、ま

貿易圏の中で中心的な役割を果たすことが期待されると

た、山口県宅地建物取引業協会とも協定を締結した災害

ともに、尖閣諸島や南シナ海での中国の違法な行為や北

時における住宅の確保、近年急増している空き家対策、

朝鮮の核開発などわが国を取り巻く国際情勢の変化を踏

さらには、昨年７月には、高齢者や障害者など住まいの

まえた平和安全法制の成立など、現下の国際社会の変化

確保に困窮されている事態があることを踏まえた住宅確

に対応したわが国の新たな体制が構築された１年ではな

保要配慮者への取り組みを進める県居住支援協議会も設

かったと思います。

立されましたが、これら施策を進める上で、本協会と会

今から４年前、2012年12月の自公政権への交代前に

員各位の役割は益々重要と考えています。

は、円高、世界一高い法人税、自由貿易協定の遅れ、電

昨年11月には、五郎丸孝士会長が宅建協会会長として

力供給の不安、過剰な雇用規制、強い温室効果ガス規制

の長年のご功績を認められて、県選奨を受賞されました

という産業界を取り巻く６重苦によって、国内産業は空

が、五郎丸会長をはじめとして宅建協会の皆様のこれか

洞化し、わが国は衰退の一途を辿るのではないかという

らのお取り組み、ご尽力にさらなる期待を申し上げる次

懸念が現実ものとなっていましたが、第二次安倍内閣の

第です。

成立とともに、アベノミクスをはじめとする安倍総理の
果敢な挑戦によって、今では６重苦という言葉すら聞く
ことが殆どなくなりました。

私は、昨年５月に第62代山口県議会議長に就任しまし
た。
昨年は戦後70年の大きな節目の年、また、戦後のわが

政治の力、リーダーシップの大切さを実感しています

国の政治を担ってきた自由民主党結党60周年という年で

が、人口の減少や少子高齢化の進展など、国において

したが、この時に、近代日本の源となった維新発祥の地

も、山口県においても、大変厳しいこれからの時代にお

である山口県において県議会議長に選任をいただきまし

いて、国政では昨年９月に自民党総裁選で再選された安

た。私自身、この上ない光栄と職責の重さに身の引き締

倍晋三総理が強い経済の実現などを柱とする「新しい三

まる思いで、就任後の日々を全力で職務に取り組んでま

本の矢」を掲げられ、地方創生のための力強い取り組み

いりましたが、新しい年に向けて、県議会議長として、

を進められていますし、これに呼応して県政においては

安倍総理や菅官房長官をはじめとした国とのネットワー

村岡嗣政知事が活力みなぎる山口県の実現に向けて、

クを活かし、山口県の発展のためにさらなる努力と精進

チャレンジプランに基づく取り組みを積極果敢に進めら

を重ねる覚悟です。皆様の一層のご支援を心からお願い

れています。

申し上げます。
5

五郎丸 孝 士 会長 産業功労県選奨授与の栄誉
この度、当協会 五郎丸孝士会長が
多年 宅地建物取引業の振興と健全な
発展に尽くされた功績に対し、去る
11月20日㈮県庁正庁会議室におい
て、県の表彰制度中最高位の県選奨
を受賞されました。
栄誉ある受賞を（一社）山口県宅
地建物取引業協会の栄誉として、皆
様にお知らせするとともに、会員一
同、心からお喜び申し上げたいと存じます。
会長におかれましては、何卒ご自愛専一にてお願い申し上げます。

第１回『ハトマーク空き家無料相談会』を終えて
塩田博志

業務委員長
平成27年11月23日（いいふどうさんの日）県下８会

全体の実績としては、県全体で144名のセミナー参

場一斉に『ハトマーク空き家無料相談会』が開催されま

加、内67組の個別相談という結果でした。県内一斉の

した。山口県はもとより県内各市町からの後援をいただ

イベントとしては若干物足りない数字であったように思

き、また山口県司法書士会、山口県土地家屋調査士会、

いますが、今回は第一回目ということで全てが手探りの

中国税理士会山口県支部連合会の各会との共催、そして

中、会場選定や告知方法等々、今年の課題を反省し、来

ハトマークR住宅推進協議会の方にもご参加いただき、

年以降へと繋げていきたいと考えております。
空き家問題は今後の日本社会にとって重要な問題で

大変充実したものとなりました。
第一部では講師の税理士より『空き家と相続の対策セ

す。空き家相談会を通

ミナー』と題する講演をしていただきました。当然のこ

じた社会貢献のため、

とながら、参加された方々はみな真剣に受講されてお

会員の皆様の益々のご

り、やはり税金問題は集客の要となったように思われま

協力をお願い申し上

す。

げ、ご報告とさせてい

第二部の個別相談会は我々会員の出番です。漠然とし

ただきます。

岩国会場

たものから具体的なものまで様々な相談が寄せられたよ
うですが、集計したアンケートの結果を見ましても、相
談員の皆様の丁寧な対応が一定の評価をいただいたよう

ハトマーク空き家無料相談会
平成27年11月23日（月・祝）

に感じました。

実 績 報 告

■会場別来場者数
支部名

会

6

場

第１部
第２部
対策セミナー（人） 個別相談
（ ）内は一般来場者数
（組）

下

関

シーモール下関４F シーモールホール

25（18）

８

宇

部

宇部市文化会館

39（30）

16
４

萩

岩国会場

個別相談

萩市民館

14（７）

山

口

翠山荘

31（23）

９

防

府

カリヨン203

21（17）

10

周

南

周南地域地場産業振興センター

32（19）

６

柳

井

田布施町商工会館（サリジェ）２F

11（６）

５

岩

国

岩国市民会館
合

計

39（24）

９

212（144）
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山口県住宅課からのお知らせ
土砂災害防止法について

（正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）

県砂防課から基礎調査の結果の公表がなされた時及び指定された時には協会本部へお知らせします。

《

平成27年１月18日国土動第107号
国交省不動産業課長通知 各業界団体の長宛て

》

（抜粋）
土砂災害防止対策基本指針において、基礎調査の結
果の公表後、都道府県は、市町村と連携して、土砂災
害警戒区域等の指定の手続きを速やかに進めるものと
されており、当該土砂災害警戒区域等に相当する範囲
については、都道府県により土砂災害警戒区域等に指
定される可能性があることから当該基礎調査の結果に
ついては、取引判断に重要な影響を及ぼす事項とし
て、宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者
又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若
しくは貸借の各当事者に説明することが望ましい。具
体的には、取引の対象となる宅地又は建物が土砂災害
警戒区域等に相当する範囲に含まれる場合には、その
旨と当該範囲が土砂災害警戒区域等に指定される可能
性があることを説明することとする。
また、基礎調査の結果について、故意に事実を告げ
ず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法
第47条第１号に違反する場合があるものと解される。

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

基礎調査の実施［都道府県］
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定のた
めの調査
渓流や斜面など土砂災害により被害を受けるおそれの
ある区域の地形、地質、土地利用状況について調査。

〔

〕

土砂災害警戒区域の指定［都道府県］
・基礎調査に基づき、土砂災害のおそれのある区域等を
指定
■土砂災害警戒区域
・土砂災害のおそれのある区域
■土砂災害特別警戒区域
・土砂災害警戒区域のうち、建物等に損壊が
生じ、住民に著しい危害が生じるおそれが
ある区域

結果の公表

指定される可
能性があるこ
とを説明
※説明をしな
い場合業法第
47条第１号に
違反する場合
がある

平成27年度新規免許業者研修会
平成27年11月９日㈪ 13：30〜15：50
山口県不動産会館 ３F 研修ホール
平成27年11月９日㈪山口県不動産会館において、平
成26年10月以降の入会者を対象に平成27年度新規免許
業者研修会を開催し、35名の方が出席されました。
研修は、池田総務委員長の山口県宅建協会の組織につ
いてから始まり、続いて塩田業務委員長より「ハトマー
クサイト山口」にある業務に役立つ「価格査定」や「ら
くらく契約書（売買版）」「ハトマークＲ住宅登録情報
提供システム」など機能の説明、最後に西村総務委員長
より宅建業法に関する事項や業務上の注意事項並びに、

池田総務委員長

塩田業務委員長

倫理規程について、各委員長の担当される分野の説明を
して頂きました。
研修は、各委員長の実務体験談などを盛り込んだ、会
員にとって日常業務に参考になる内容ということもあ
り、出席者の皆様は熱心に受講されていました。
約２時間半の研修終了後には、受講済証を受け取ら
れ、散会となりました。
本研修会は、新規会員必須となっており、今回諸般の
事情で出席出来なかった会員の方は、次回は必ず受講さ
れます様、お願い致します。

西村法務委員長
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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「助成金制度を活用しよう！」」
企業の色々な取り組みに対して助成金制度が活用できる場合があります。助成金については「どのような種類があるの
か良く知らない、手続きが複雑で書類作りが大変そう、うちの会社で該当するものが分からない」という会社が多いので
すが、いろんな会社で該当して助成金が活用できるものを２種類紹介します。

■企業内人材育成推進助成金■

企業の成長・発展にとって欠かせない「人材育成」を積極的に実施しようとする事業主を支援するため、今年４月に創
設された新しい助成金。この助成金は、社内で継続的に人材育成に取り組むために、人材育成制度を新たに導入し、その制
度に基づき人材育成を実施した場合に助成されるもので、雇用保険適用事業所の事業主であれば業種や企業規模を問わず活
用できます（助成額は企業規模により異なります）。支給される助成金総額は概ね100〜180万円になります。難しそうな
名前で敷居が高そうですが、そんなことはなく、従業員の育成に力を入れようとしている企業であれば大丈夫です。敷居が
低いため当社の顧問先には一番人気で、１日で10社の申込があったほどです。対象となる人材育成制度は次の通りです。
①教育訓練・職業能力評価制度：従業員に対する教育訓練や職業能力評価をジョブカードを活用して計画的に行う制度
制度導入助成額 50万円
実施助成額 １人あたり５万円（実施助成は上限10人まで）
②キャリアコンサルティング制度：従業員に対するキャリアコンサルティングをジョブカードを活用し計画的に行う制度
制度導入助成額 30万円
実施助成額 １人あたり５万円（実施助成は上限10人まで）
③技能検定合格報奨金制度：技能検定に合格した従業員に報奨金を出す制度
制度導入助成額 20万円
実施助成額 １人あたり５万円（実施助成は上限10人まで）

■キャリアアップ助成金■

これはごく簡単に言うと、①有期契約の労働者（パート、契約社員等）を雇用契約期間の定めのない正社員にすると１
人当たり50万円、②有期契約の労働者を雇用契約期間の定めのない無期契約にすると１人当たり20万円、③雇用契約期間
の定めのない無期契約の労働者を雇用契約期間の定めのない正社員にすると１人当たり30万円支給されます。対象者が母
子家庭、35歳未満であれば５ないし10万円の加算もあります。そのほか、パート労働者の労働時間を延長し、社会保険に
入れると１人10万円支給されます。
パートを正社員化したい、する予定のある会社にとっては非常にうまみのある助成金です。最近人手不足で悩んでいる
会社が多く、この際、パートや契約社員を正社員にしようとする会社が多くありますが、そのような会社にうってつけの
助成金です。業種・会社規模には関係なく支給対象となりますので、この助成金も当社顧問先では人気のある助成金です。
→上記ではごく簡単に説明していますが、両助成金ともに実際にはいろいろな支給要件があります。助成金を活用したいと
お考えの会員企業さんは遠慮なくお問い合わせください。自社で申請できない場合は、相談から実際の申請手続きまで代行
して行います。
☞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。

■労働裁判情報■

■労働関係法律情報■

金沢市で平成23年、大手英会話教室の講師だった女性＝
当時（22）＝が自殺したのは、長時間の「持ち帰り残業」
による過労が原因だったとして、大阪府内に住む女性の両親
が14日、勤務先の運営会社「アミティー」（岡山市）に約
9,100万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
両親側は訴状で、自宅での教材カード作成など、大量の持ち
帰り残業を強いられたと主張。自殺前２カ月間の時間外労働
は月平均114時間で、国の過労死認定基準（２カ月以上にわ
たり月平均80時間以上）を上回っていたうえ、上司から日
常的にパワーハラスメントを受けていたとし、会社側が適切
な労務管理を怠ったと訴えている。提訴後に会見した父親
（64）は「会社側から娘が勝手に残業したといわれたが、
納得できない。事実を明らかにしたい」と述べた。
＊自分の判断での持ち帰り残業は労働とはみなされません
が、会社が命ずれば労働とみなされます。裁判では会社が
命じたのか、自分の判断で持ち帰ったのかが争点となるで
しょう。しかし、自分の判断で持ち帰っていたとしても持
ち帰りをしなくてはこなせないぐらいの業務量の仕事を与
え、さらに、常態的に持ち帰っていたことを会社が知って
いれば、会社が持ち帰りを命じたものと同じ判断がされ、
原告の訴えが求められる可能性が高いでしょう。

安倍政権の目玉の一つ、女性が、職業生活において、
その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境
を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律（女性活躍推進法）」が制定され、平成28
年４月１日から、労働者301人以上の大企業は、女性の
活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけ
られることとなります。300人以下の企業は努力義務で
す。301人以上の企業は平成28年４月１日までに①自
社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策
定・届出・公表、③自社の女性の活躍に関する情報公開
等を行う必要があります。女性が活躍してない企業は、
肩身が狭いかも。

■「持ち帰り残業で過労自殺」遺族が英会話大手を損賠提訴 大阪地裁 ■

■女性活躍推進法成立■

■改正労働安全衛生法・ストレスチェック義務化■
従業員常時50人以上の事業場では医師・保健師等によ
る心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレス
チェック）を実施することが平成27年12月１日から義務
化されます（従業員常時50人未満の事業場については当
分の間努力義務）。ストレスチェック検査項目は、「職
業性ストレス簡易調査票」（厚生労働省）を標準とし、
検査の実施頻度は、１年に１回以上となっています。
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山口県における不動産の景気動向に関する
アンケート調査結果（抜粋）
山口県不動産市況DI調査

第２回（基準日：平成27年10月１日）

○山口県不動産市況DI調査の概要
１．アンケート調査の概要
この調査は平成27年10月１日を起点とし、過去半年（H27.4.1〜H27.10.1）の不動産市場の推移に関する実感と、この先半年（H27.10.1〜
H28.4.1）の不動産市場の動向に関する予測について、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会の会員の方にアンケート調査を実施して、
公益社団法人山口県不動産鑑定士協会が山口県不動産市況DIとして集計を行った。
なお、この調査は今後も年２回（基準日：４月１日及び10月１日）継続して実施していく予定です。
実施時期：平成27年10月
発 送 数：857
回答者の主な営業エリア
回 収 数：225（回収率26.3%）
周防大島町

柳井市

回答者の属性（回答者の主たる事業及び営業エリアは以下のとおり）

光市
1.9%

その他

20.7%

12.0%

宇部市

11.5%

建設業
14.0%

戸建・
宅地分譲

下関市

岩国市
周南市

6.7%

1.4%

0.5%

2.4%

回答者の主たる業種（複数回答有）

マンション
分譲

上関町

1.4%

仲介業
54.4%

12.0%

下松市

仲介業
戸建・宅地分譲
マンション分譲
建設業
その他

3.8%

山口市
17.3%

防府市
8.7%

山陽小野田市
1.9%

23.5%

萩市
3.8%

長門市
1.4%

美祢市
0.5%

下関市
宇部市
萩市
長門市
美祢市
山陽小野田市
山口市
防府市
下松市
周南市
岩国市
光市
柳井市
周防大島町
上関町

県西部エリア：下関市、宇部市、萩市、長門市、山陽小野田市、美祢市、阿武町
県中部エリア：山口市、防府市、周南市、下松市
県東部エリア：岩国市、柳井市、光市、田布施町、平生町、上関町、周防大島町、
和木町

２．DIについて
⑴DIとは
DIとは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、現況や先行きの見通し等について定性的な判断を指数化したもので
あり、内閣府の景気動向指数や日本銀行の企業短期経済観測調査等の経済指標において広く活用されています。これを不動産の地価動向、
取引件数等について指数化したものが不動産市況DIです。
⑵DIの算出方法
DIの算出方法は、各判断項目について３個の選択肢を用意し、選択肢ごとの回答数を単純集計し、全回答数に対する選択肢の回答数
の構成比率を求め、次式により算出します。
DI＝（第１選択肢の回答数の構成比率）−（第３選択肢の回答数の構成比率）
（DI算出の例）
ある地域の特定の不動産市況について判断を問う質問において、選択肢が⑴上昇している、⑵横ばいである、⑶下がっている、の３つ
があり、回答が以下のような結果になった場合の市況判断DIの算出方法は、次のとおりとなります。
⑴上昇している
⑵横ばいである
⑶下がっている
合計

回答数
25社
30社
45社
100社

回答数の構成比率
25%
30%
45%
100%

市況判断DI＝（25％）−（45％）＝（△20ポイント）
それぞれの選択肢の回答数の構成比率をそのまま不動産市況の判断材料として利用することもできますが、不動産市況DIとして指数化
し長期観測することにより、これらのデータの動きを一目で把握できるようになります。
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３．調査結果の概要
⑴地価動向
第２回目の調査（平成27年10月１日時点）における県全体の地価動向DIは住宅地が−28.5ポイント、商業地が−41.0ポイントとなった。
住宅地について地域別にみると県西部が−35.8ポイント、県中部が−19.3ポイント、県東部が−33.3ポイントとなった。商業地について
は県西部が−51.5ポイント、県中部が−31.5ポイント、県東部が−41.2ポイントとなった。住宅地は県中部が高く、県西部・県東部が低
くなっている。また商業地も住宅地と同じ傾向であるが、特に県西部が低い結果となった。回答としては「上昇傾向にある」は少なく、
「横
ばいである」
「下落傾向にある」が多数を占めている。

今回調査は、前回調査と比較して、住宅地では県西部が＋10.9ポイント（−46.7⇒−35.8）、県中部は＋21.7ポイント（−41.0⇒
−19.3）と改善しているが、県東部では−6.1ポイント（−27.2⇒−33.3）と悪化している。商業地では、県西部が＋8.9ポイント
（−60.4⇒−51.5）
、県中部が＋23.6ポイント（−55.1⇒−31.5）と改善しているが、県東部は−2.8ポイント（−38.4⇒−41.2）と若干
の悪化となっている。
半年後の地価動向の予測については、県全体の動向予測DIは住宅地が−31.3ポイント、商業地が−38.1ポイントで住宅地は若干の悪
化、商業地は若干の改善が予測されている。住宅地について地域別にみると県西部が−38.8ポイント、県中部が−24.1ポイント、県東部
が−31.4ポイントとなった。商業地については県西部が−45.0ポイント、県中部が−37.0ポイント、県東部が−26.5ポイントとなった。
回答としては「上昇している」は少なく、
「横ばいである」
「下落している」が多数を占めている。住宅地については景気回復の足踏みや取
引件数動向の悪化による先行き不透明感から若干の悪化予測となっているものと思われる。
⑵不動産取引の動向
不動産取引の動向DIを業態別にみると県全体では、仲介件数が−16.7ポイント、戸建販売が−21.5ポイント、マンションが販売−35.5
ポイントとなり、前回と比較していずれも悪化となった。特に県西部と県東部の仲介件数、県東部の戸建販売が大きな悪化を示している。
仲介件数については県中部が高く、戸建販売は県東部が低い。またマンション販売は県東部の悪化が目立っている。回答としては仲介件
数、戸建販売及びマンション販売の全てで「横ばいである」が多数を占めており、
「減少傾向にある」が「増加傾向にある」を大きく上回っ
ている。
半年後の取引件数動向の予測については、県全体の動向予測DIは仲介件数が−9.9ポイント、戸建販売が−17.8ポイント、マンション
販売が−34.0ポイントとなった。傾向としては改善の予測となっているが、マンション販売についてはほぼ横ばいの予測となった。
⑶賃料水準の動向
賃料水準は、用途別にみると県全体では、店舗・事務所が−48.2ポイント、共同住宅が−40.6ポイントとなった。地域の傾向として
はやや東高西低となったが、全体的に「横ばいである」・「下落している」がほとんどで「上昇している」という回答は僅かであった。
⑷空室率の動向
空室率は、用途別にみると県全体では、店舗・事務所が−37.5ポイント、共同住宅が−45.4ポイントとなった。全体的に「横ばいである」・
「増加（悪化)している」が多数であり、
「減少（改善)している」は僅かであった。

○アンケート集計結果
１．現在（H27.10.1）の地価の動向は半年前（H27.4.1）と比較して
どう感じているか
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今後実施されるアンケート調査結果は、順次ホームページの「宅建協会からのお知らせ」に掲載します。
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公益社団法人西日本不動産流通機構から重要なお知らせ

平成28年１月５日から運用開始予定

西日本レインズに
「ステータス管理」機能を導入します。
上させ、中古住宅市場の活性化並びに消費者利益の保護増進

２．登録された物件情報と【取引情報】を売主が直接
確認できるようになります。

に向けて以下の２機能を導入いたします。
（平成28年１月５日

売り物件の「専属専任媒介契約」又は「専任媒介契約」を締

国土交通省からの要請に基づき、レインズの機能を更に向

から運用開始予定）

１．物件情報項目に【取引状況】を追加します。

結した場合、売主（依頼者）が、自らの依頼物件がどのように
レインズに登録されているのかをインターネット上で、専用サ
イトから直接確認できるようになります。

売り物件の「専属専任媒介契約」又は「専任媒介契約」の締
結物件に対して、物件情報項目【取引状況】を追加します。

▶平成28年１月５日以降に西日本レインズから発行される証

・【取引状況】は入力必須項目です。

明書（登録・変更・再登録）に、物件ごとに採番された専

・【取引状況】は物件検索結果一覧画面、物件詳細画面及び

用のIDとパスワードが表示されます。

日報に表示されます。
【取引状況】とは
→レインズ登録物件の取引の状態を表す項目で、以下の３つ
から選択して設定を行います。
①公開中
→客付業者から購入申込みを受けられる状態のときに設定。
②書面による購入申込みあり
→客付業者から書面による購入申込みを受けた状態のとき

▶元付業者から証明書を受領した売主（依頼者）は、IDとパス
ワードを用いて専用サイトにアクセスをし、自らの物件の登
録内容を確認することができます。
＊専用サイト上で売主（依頼者）に提供される情報は、登録物
件の文字情報（主要項目）
、登録図面及び【取引状況】の設
定内容です。

に設定。
③売主都合で一時紹介停止中
→売主の事情により一時的に物件を紹介できないときに設定。

▶「①公開中」に設定された場合は、原則として客付業者への
紹介を拒否できません。
「②書面による購入申込みあり」に
設定された場合は、原則として紹介を拒否することができま
すが、売主の了解を得て行う別途の受付や二番手以降の購
入申込みの受領を妨げるものではありません。
「③売主都合

宅地建物取引業法において、専属専任媒介契約及び専任
媒介契約を締結した場合は、定められた期間内に指定流通機
構（レインズ）へ物件を登録するとともに、登録証明書を遅滞
なく売主（依頼者）に交付しなければならないと定められてい
ます。
（宅地建物取引業法 第三十四条の二）
６ 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第

で一時紹介停止中」は、売主の了解を得た上で表示を行え

五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼

るものとします。

者に引き渡さなければならない。

▶【取引状況】の変更日や、
「③売主都合で一時紹介停止中」
の詳細な内容等、客付業者に伝えるべき情報につきまして

詳細な内容につきましては、随時、当機構ホームページ及
びサブセンター内にてお知らせいたしますので、ご確認いた

は、新設する物件情報項目【取引状況の補足】に入力してく

だきますようお願い申し上げます。
（当機構ホームページアド

ださい。
（全角200文字まで入力可能。
）

レス：http://www.nishinihon-reins.or.jp/）

▶レインズへの物件の登録方法により取引状況の変更には、
２日間程度のタイムラグが生じることがあります。

レインズの適正な利用と会員間の円滑な取引の推進に向け
て、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

▶平成28年１月４日時点でレインズに登録されている物件に
ついては、すべて「①公開中」として移行いたします。必要
に応じて、速やかに各物件の【取引状況】を変更してくださ
い。
▶「ステータス管理」機能の導入に伴いまして、レインズ利用
規程やガイドラインを一部改定いたします。詳細につきまして
は、確定次第お知らせさせていただきます。
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なお、本内容につきまして、ご不明な点等がございましたら
当機構事務局までお問い合わせください。
公益社団法人 西日本不動産流通機構 事務局
〒732-0824 広島県広島市南区的場町１丁目１番21号
クリスタルタワー６階
TEL：082-568-5850 FAX：082-568-5851
E-mail：nishinihon-reins@aioros.ocn.ne.jp

支 部 だ よ り

下
関

shimonoseki

平成28年の新春を迎え
林

下関支部長

眞一郎

輝かしい新春をご健勝にてお迎えのことと存じます。
昨年は、空き家対策に係る特別措置法が全面施行され
るとともに、不動産取引に関わる専門職としての呼称が
『宅地建物取引士』となる節目の年でした。11月23日
には全県下８ケ所において『無料相談会』を開催し、空
き家解消・有効利用・中古市場活性化（既存住宅ストッ
クの良質化を通して）へ更なる貢献を約束する意思を表
明しました。今後とも、研修を通して鋭意研鑽に励み、
適正取引の堅持と時代の要請に的確に応える体制づくり
に尽力して参ります。
下関支部は、新春に当たり、スローガンとして『積小
為大』（せきしょういだい）を掲げました。不断の努力

で精進を重ね、地道な成果を積み上げて大きな成果を勝
ち取りましょう。
さて本年は、丙申（ひのえさる）年。『甲の年で芽吹
いたものの順調に伸びていくことは難しかったが、いよ
いよその姿が明らかになるとともに、果実が熟していく
年』といわれます。確たる指針の下に、会員一同のご理
解を頂きながら、課題の克服に意を用い、立派な成果が
挙げられるよう運営に当たる所存です。
今後とも一層のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げる次
第です。
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。

広島宅建協会視察
法務委員

大井信夫

平成27年９月15日㈫（公社）広島県宅地建物取引業
協会及び中国地区不動産公正取引協議会に下記の内容に
て視察に行きましたので報告いたします。
出席者
下関支部
林支部長、上原副支部長、白川法務委員長、
清水情報提供委員長、宮原法務副委員長、
他法務委員３名
広島県本部
津村会長、池元専務理事、村石広報育成指導委員長、
光吉事務局長、他２名

視察内容
①（公社）広島県宅地建物取引業協会の法務事業について
②中国地区不動産公正取引協議会の仕事の内容と役割
上記視察内容にて特に印象に残った事を私なりに列記
します。
・県本部主催の研修会の出席率は35％以上であり、支
部研修では50％を超える支部（安芸支部）もある

※県本部及び支部研修全て（４回）に出席した会員に
は「優良受講会員ステッカー」の配布をしている
・不動産取引、取り分け賃貸借に係る原状回復に関する
トラブルは国土交通省、県土木建築課、消費生活セン
ター、全日広島県本部等とワーキンググループ会議を
定期開催し会員に周知し、家主を集めて啓蒙もしている
研鑽された苦情相談員127名で無料相談も行っている
・免許更新要件調査に係る巡回業務等広島県より受託し
共益業務を図っている
・近年、広島未曾有の土砂災害を踏まえ住宅購入者へハ
ザードマップ等の防災情報を提供する協定を県と締結
している
・過去の販売価格をプライスダウンして比較対照する二
重価格表示が掲載要件を満たさず広告される違反事案
が散見される
・会費納入の長期延滞対策が粛々となされ超長期滞納者
などゼロである
今回、熱心且つ友好的にご教授また意見交換に長時間
応じて頂けた広島宅建の皆様に改めてお礼申し上げる次
第です。
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第８回ハトマーク杯争奪少年ソフトボール大会
業務委員長

大 田 耕一郎

本年度も９月19日㈯に「不動産フェア」の一環とし

大会を通じて子供達の健全育成に微力ながら貢献でき

て宅建協会のシンボルマークを冠にした「ハトマーク杯

たこと、また大会関係者及び保護者の方々から、感謝の

争奪少年ソフトボール大会」を開催しました。あいにく

お言葉を頂戴できたことを非常に嬉しく思っています。

当日は多くの学校の行事と重なり、例年より参加チーム

今後も、地域貢献と宅建協会下関支部のアピールがで

数が少なくなりましたが、それでも市内から16チーム

きるよう、より良い不動産フェアを開催していきたいと

（選手・保護者総勢約380名）の参加をいただくことが

考えます。

できました。

【大会結果】

本大会は、市内のスポ少・子供会全チームを対象とし
た大会であり継続して行うことにより、チーム関係者

優

並びに保護者の皆様に定着してきたと実感しました。ま

準優勝

養治ファルコンズ

た、各選手の保護者は子育て世代であり、イコール住宅

第３位

下関スターズスポーツ少年団

購入者層でもあるため、宅建協会下関支部のアピールに
貢献できる行事ともなりました。
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勝

ウィングスソフトボールスポーツ少年団

豊田下スポーツ少年団

支 部 だ よ り

コンパクトシティー富山市を訪ねて
総務副委員長

植野善男

11月29日早朝新下関駅に15名が集合して旅は始まり

予定時刻３時に富山商工会議所を訪問し研修会は始ま

ました。山陽新幹線で新大阪駅へ、ここで特急列車サン

りました。まず商工会議所専務理事の歓迎挨拶、当支部

ダーバード９号に乗り換えJR京都線、琵琶湖線、湖西

長のお礼の挨拶で始まり、富山市都市整備部中心市街地

線、北陸線を走って金沢駅へ、そして北陸新幹線（長野

活性化推進課担当職員により富山市中心市街地活性化基

経由）つるぎ708号で目的地の富山駅へ着きました。

本計画の説明を受けました。他にもれず人口減少と少子

富山市と聞いて泛んだのは江戸時代に始まり藩主前田

高齢化（2030年には全人口の約３割）、要介護認定者

家も商売を保護した「富山の薬売り」しかありませんで

数の増加など今後の収支対応を数字と理論で説明されま

した。日本海と鉛色の空、裏日本、北風、雪深い貧しい

した。将に空き地計画程度では間に合わない差し迫った

農村都市のイメージで旅に参加しました。

将来都市構想についての説明でした。

そこで実情を数字でお知らせしたいと思います。人口

道路を広げる、道路を作る、ミニ開発での宅地化、空

は富山県全体の約４割（約42万人）、面積は県全体の

きビル活用、工場誘致等の将来計画では打破できない説

約３割（1,241k㎡）、海抜０mから2,986m、平成27年

明内容でした。

度一般会計予算額約1,681億円と資料にあります。

収入減と支出に対するバランスについて森雅志市長の

大正期から飛騨高地、飛騨山脈に発する諸河川の電源

活性化長期計画は、集中市街地形成（コンパクトなま

開発が進み、水稲単作地帯である豊富な労働力を背景に

ちづくり）を諮るのもので、それ以外には予算化できに

電解、電炉による化学、製鉄、金属、紙パルプ、機械、

くいことを理解している富山市民は素晴らしいと思いま

繊維などの工場が立地して富山高岡工業地域を形成して

す。もちろん300回を超える現地住民説明会を開いて応

いるそうです。

援を求め、選挙で当選していることに“ビックリ

富山駅周辺は新幹線の今年３月開通もあってか整備工

ポン”

です。

事中です。駅舎は新築のため近代的であり駅前廻り広場

公共交通網は富山駅を中心に放射状のネットワークを

の大きさも充分確保していました。マンション棟は見当

形成し、路面電車（LRT）は中心市街地を環状線にして

たらず広い道路整備と街路樹、城址公園、ビルが整然と

ひっきりなしに走り、運賃は200円です。電車及びバス

した街並み形成をしていました。ヨーロッパやフランス

も車外内共に景観を重視して広告はしていません。富山

パリの都市計画とどこか似ているようにも思いました。

駅とは立体交差で乗り換え移動が非常に便利になるよう
に工事を進めていました。
住まいたい場所を提供するために、
高い固定資産を課しても地価は高騰し
ているそうです。
GALを交えた懇親会は大いに盛り上
がりました。翌日午前中は夫々が時間
を過ごした後、富山駅に集合帰路につ
きました
西山総務委員長の献身的奉仕によっ
て楽しい研修会を無事に終えることが
できました。
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宇
部

ube

平成27年度
第２回宇部支部研修会
法務委員長

土岐山 雪 絵

平成27年度第２回宇部支部研修会が、平成27年９月
10日㈭に宇部市文化会館で開催されました。研修会当
日、秋晴れの中、予想を上回る出席をいただきました。
第１講 演題『宅地建物取引業と人権問題について』
講師 山口県環境生活部人権対策室調整監 安冨幸盛
様と山口県土木建築部住宅課主査 山田義照様をお迎え
して、山口県が取り組む山口県人権推進指針の人間尊貴
だれもが自由に自分らしく生きること、お互いの自由が
平等に保障されること、かけがえのない生命が大切にさ
れることを基本に不動産業者、協会員、一企業として社
会的責任を果たす自主的な取り組みを期待している。人
権問題や人権差別は就職、結婚、土地の購入などどこで
も起こりうる事案ですが、是非取り組んで欲しい。そし
て宅地建物取引業は憲法で保障された居住・移転の自由
にかかわる重要な業務を担う業で、常に基本的人権の尊
重を十分に理解、認識して入居拒否等ないよう家主を含
め啓発に努める努力が求められている等々、説明頂きま
した。
第２講

演題『家賃保証商品活用による賃貸経営の効率
化とリスクヘッジについて』
講師 ㈱オリエントコーポレーション
料金開発推進部関西中四国チーム部長代
理 片岡誠人様、課長 山本淳様をお迎えし
て、これからの賃貸契約時における保証
人制度の難しさ・家賃滞納時の回収等の
リスクヘッジとしての保証会社の活用及
び商品内容の説明を頂きました。今後、増
えると思われる契約金のカード決済の商品
説明等、賃貸業のプラスアルファのご提
案を説明頂きました。
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第３講 演題『賃貸不動産の入居審査と信用保証について』
講師 アークシステムテクノロジーズ㈱代表取締役
定村吉高様をお迎えして保証会社の信販系と事業系の違
い、賃貸に特化した専門的な審査と保証13年の実績と
データベースの内容、社長自身の不動産管理会社時の自
らの体験からの事業展開及び、多くの宅建協会が採用し
た内容のご説明を頂きました。
芸術の秋だからでしょうか、多くの展覧会と重なり駐
車場が少ない等ご不自由をかけてしまいました。
ご参加頂いた皆様、最後までお付き合いありがとうご
ざいました。どの講習もとても重要でより多くのビジネ
スのヒントや業務に密接な話だと改めて勉強になりまし
た。特にアークシステムテクノロジーズ㈱の定村社長の
お話はとても魅力的で引き込まれ、途中で帰られた方に
も、研修会に来られなかった方にも是非聞いて欲しいお
話でした。研修会でどの話がヒントになるかわかりませ
ん。是非最後まで聞いて頂けると幸せます。
次回の研修会もより多くの皆様にご参加頂き、貴重な
話を直接聞いて同じように感じて頂きたいと思います、
次回もより多くの皆様のご参加をお待ちしております。

支 部 だ よ り

第１回寺子屋「たっけん」
業務委員長

浅川幸則

第２回寺子屋「たっけん」
業務委員長

第１回寺子屋
「たっけん」を９
月25日㈮に支部事
務局にて開催しま
した。この会は、
会員の皆様の要望
により、新規開業
されたばかりの
方、宅建取引士になって日の浅い
方々が集まって、勉強会・意見交
換会・情報交換会を兼ねた座談会
として行いました。当日は10名
の方の参加がありました。
今回は、私、浅川が座長と
なって事前に質問のあった
事柄の説明をして、質問を
受ける形で進め、過去の取
引の失敗談も交えてあっと
いう間の２時間でした。
今後、定期的に理事５名が持ち回りで座長を担当して行
います。会員皆さまのご意見、ご要望をたくさん取り入れ
て、中身の濃い寺子屋「たっけん」にしたいものです。

浅川幸則

第２回寺子屋
「たっけん」を
10月16日㈮に宇
部マテ「フレッセ
ラコート」にて
開催しました。今
回は、広島銀行様
による「空き家対
策支援プランロー
ン」についてと中国労働金庫様、
富士火災海上保険様による「住宅
ローン団体信用生命保険の改正と
長期火災保険の改正」についての
お話を伺いました。今回も宅建に
従事されて日の浅い方を中
心に12名の参加がありまし
た。次回１月の開催に向け
て、内容に関するアンケー
ト調査を実施しております。
ご協力よろしくお願いいた
します。

宇部まつり
11月１日の宇部まつりに支
部事務局を休憩所として開放
しました。今回も７組25名の
ご利用をいただきました。市民挙げてのおまつりに少し
は貢献できたかなと思います。また、事務局前面の壁に
も掲示板を設置したところ、たくさんの方がご覧になら

会

員

の

動

専任取引士変更

○退会者（正会員）
１．川﨑
真 ㈱東武住販宇部店 支店長変更
２．山縣 裕美 ㈲タクト
廃業
○退会者（専任取引士会員）
１．角田 幹人 藤本建設㈱
専任取引士変更
○住居表示変更
１．AK住販
（新）宇部市黒石北５丁目４番26号
○FAX番号変更
１．亜興産業デベロップ㈲
２．㈲不二商

免許更新のお知らせ

き

○入会者（正会員）
１．縄田 陽久 ㈱東武住販宇部店 支店長変更
○入会者（専任取引士会員）
１．池上 博文 藤本建設㈱

れてました。会員の皆さん、掲示物件を事務局へどしど
しお持ち下さいね。

（新）0836-39-8122
（新）0836-38-5528

業

者

免許年月日

書類提出期限

松下不動産

Ｈ28．1．27

Ｈ27．12．27

中村建設㈱

Ｈ28．2．22

Ｈ28．1．22

㈱日栄不動産商事

Ｈ28．4．6

Ｈ28．3．6

㈾アイ・アール

Ｈ28．4．6

Ｈ28．3．6

㈲東海不動産

Ｈ28．4．9

Ｈ28．3．9

㈲原

Ｈ28．4．19

Ｈ28．3．19

谷

名

早めのお手続きを
お願いいたします（*^_^*）
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hagi

萩

一般社団萩宅建協会 現場研修会
萩宅建協会理事

三好一敏

10月20日㈫、絶好の行楽日和である。午前10時萩宅

い“ちゃち”な遺跡である。携帯電話も圏外を示す辺境の

建協会事務所前を25人乗りマイクロバスに17人が乗車

地で150年以上前に鉄を製鉄していたことが信じられな

して出発。阿武町道の駅で昼食弁当を受け取り、第１目

い、という萩支部会員の真剣な顔が印象に残った。天気

的地の阿武町美里団地に向かう。阿武町が若者の定住を

は快晴、小春日和であったので、各人思い思いの場所に

目指した政策の一環で、10年前くらいから造成をし、

陣取り弁当を広げ、遠いいにしえのロマンに浸りながら

徐々にその規模を拡大している比較的新しい振興団地で

箸を口に運んだのである。

ある。８、９割の分譲敷地に住宅が建ち並び、建物もそ

空き家がどの程度存在するのか。次なる目的地は萩市

のほとんどが新しく、空き家らしい建物を見つけること

北谷で昭和50年代初めに開発が行なわれた団地にバス

はできなかった。

は入った。老朽化が目立つほどの建物もなく、多くが住

今年世界遺産に登録されたが、萩市民の多くが何処に
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人が住んでいるように見えた。

あるかも、どんな遺跡かも知らない大板山たたら遺跡

次に訪れたのは昭和40年代終わり頃に開発された、

で、弁当を食べるという計画にしていたので、バスは萩

当時阿武郡川上村、現在は萩市川上の佐古団地に向か

市紫福にある世界遺産大板山たたら遺跡に向かった。途

う。県営阿武川ダム建設に伴う住民の移転先として川上

中の道は山道で幅が狭く、マイクロバスが通るには少し

村が造成した団地であるが、空き家どころか空き地が多

窮屈な道路である。対向車があると離合するのに困難が

く、その空き地も藪になってしまった敷地が多く見受け

伴うが、幸い車の往き来は少ないので、対向車に出会う

られた。今回見て回った団地では最も最初に住民が居な

こともなく遺跡駐車場に着いた。最初に“まむしに注意”

くなる団地であろうと思われた。

の注意書きがあるのには度肝を抜かれた。現地にはボラ

今回の企画は、いかに同業の士が地域で情報を共有で

ンティアガイドがおられ詳しい説明を聞くことができた

きるかを目的とした見学会であったが、その目的は充分

が、説明がなければこれが世界遺産？と疑問に思うくら

に果たせたものと確信している。

支 部 だ よ り

柳
井

yanai

平成27年度

第１回支部研修会開催

平成27年９月３日㈭午後１時30分より柳井市文化福祉会館視聴覚室において柳井支部研修会が開催されました。当
日は24業者25名の方が出席されました。

第１講「ハトマークサイト山口の登録について」
塩田博志業務委員長

第２講「中古住宅の検査について」
日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合
技術顧問 印南和行氏

第３講「瑕疵保証について」
㈱日本住宅保証検査機構 西日本営業部
中国支店 山口営業所 主任 高橋雅之氏
皆さん熱心に講習を受けておられました

平成27年度価格査定
９月24日㈭13時より、支部事務局において標準事例
地の価格査定を行いました。10名の方が参加されまし
た。事例地476ポイントを、１ポイント毎に５名の査定
員が査定しました。お忙しい中ご協力して頂いた会員の
皆様には心よりお礼を申し上げます。
価格査定は来年度以降も毎年実施致しますので来年は
より多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
尚、価格査定は県のホームページ上よりできますので、
是非多くの会員の皆様に有効に活用して頂きたいと思い
ます。
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山
口

yamaguchi

新年ごあいさつ
山口支部長

西村俊爾

明けましておめでとうございます。支部会員の皆様方

回を追う毎に精度が高まっています。更に11月に行わ

には健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

れた県下８支部一斉開催の「空き家無料相談会」も大い

昨年の地価調査で、山口市は全国の県庁所在地の住宅

に成果を上げることが出来ました。このような中で支部

地平均価格が「47位」で９年連続の最下位でした。山

は昨年に続き本年も新たに７名の新入会員を迎えており

口市はさして大きな産業も商業集積もなく、人口も少な

ます（平成27年12月末現在）。今後の支部活動の活性

い為、このような結果が出ていると思われます。国が進

化に大いに期待されます。不動産業界は昨年４月、従来

める地方創生のカギは東京への一極集中をいかに是正す

の「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」と名称

るかにあり、人口減少の危機をどのように克服するか、

が変更され、同時に不動産業に従事する個人、団体が自

行政に一任するのではなく、市民ひとりひとりが取り組

らの社会的役割、責任を果す為の職業倫理が問われるこ

むべき課題です。

とになりました。私達は今後とも、会員対会員の絆を大

さて山口支部は昨年10月に社会貢献事業の一環とし

切に努力して参りたいと存じます。

て第１回の「カップリングパーティ」を開催致しまし

最後に会員の皆様方のますますのご繁栄とご健勝を祈

た。当日は男女26組52人の方が参加、８組のカップル

念申し上げまして、新たなる年を迎えるにあたりご挨拶

が誕生致しました。又、４回目を迎えた「価格査定」も

とさせて頂きます。

「たっけん結婚応援団 第１回カップリングパーティー」の報告
業務委員会

委員長

尾村成一

平成27年10月４日㈰午後２時から山口市湯田温泉ホ

等を活用して楽しく会話。最後にカップル投票カードに

テル「セントコア山口」において宅建協会初の“カップ

より、男女それぞれ“カップルになりたい相手”を投票。

リングパーティー”を開催しました。これは山口県宅地

その結果、なんと８組のカップルが誕生しました。初め

建物取引業協会の社会貢献事業の一つとして、独身の男

ての開催だから３組程度出来れば大成功。と考えていま

女に出会いの場を提供し、結婚を支援していきたいと考

したのでこちらもビックリ！と言う結果でした。

え企画したものです。また、山口県が勧める少子化対策

参加者のアンケートでは、「司会の方もお上手で、大

に協力すると共に、延いては業界へのプラス効果（カッ

変楽しいパーティーでした。もしまた機会があれば参加

プル誕生→結婚→アパート入居→子供誕生→成長→住宅

したいです」とのうれしいご意見を多数頂きました。ま

購入）になれば幸いだと思っております。

だまだ改善点はたくさんありますが、初回にしては時勢

当日は県内各地から男女各26名の参加者がありまし
た。会場ではまず２重円に配置した椅子に男女が向かい
合って座り「お見合いツーショットタイム」。
目の前の相手と各２分間自己紹介をするコー
ナー（早い話、テレビ“お見合い大作戦”のお見
合い回転寿司のパクリ！）から開始。その後フ
リータイム（ソフトドリンク・ケーキ等有り）
に移り、インプレッションカード・連絡カード
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に合った大変いい社会貢献が出来たのではないか思って
おります。

支 部 だ よ り

平成27年度「価格査定」・「情報交換会」のご報告
業務委員会

委員長

尾村成一

平成27年10月27日㈫湯田温泉ホテルセントコア山口
において、平成27年度の標準事例地価格査定を行いま
した。標準事例地1,055ポイントを支部会員49名の方の
ご協力を得て、北部地区を３チーム、小郡地区および南
部地区を２チームに分かれ、１チーム約10名で各200〜
220ポイントを査定しました。
昨年は午後２時開始、午後６時終了予定が１時間近く
早く終了しましたので、午後６時からの情報交換会まで
時間を持て余しました。よって、今年は開始を30分遅
らせ午後２時30分としました。ところが今年も終了予
定の１時間近く早く終了しました。多くの会員の皆様の
協力を得て行なうこの査定も今年で４回目となります。
皆さん慣れてこられ、手際よく進められた結果だと思い
ます。来年度はまた開始時間を考慮しないといけなくな
りました。
その後予定していた情報交換会の開始を若干早め、査
定業務の慰労と普段なかなか会えない会員同士の情報交
換会を行いました。
１物件毎に約10名の“不動産売買に携わる現役のプロ”
が査定し、「その平均値を取った協会の査定価格」はど

平成27年度
法務委員会

委員長

んな査定値より“実勢価格に近い”と自負しています。会
員の皆様には売買取引や媒介契約締結時の価格明示等に
おいて、是非有効にご活用していただきたいと思ってお
ります。
お忙しい中ご協力していただいた会員の皆様には心よ
りお礼申し上げます。この価格査定は毎年実施していき
ます。今後ともご協力よろしくお願い致します。

第２回山口支部研修会

平連嗣騎

平成27年11月４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２回山口支部研修会が多数
の会員のご出席を頂き、３部構成にて開催されました。
まず、西村支部長のご挨拶の後、第１講は山口県環
境生活部人権対策室調整監 安冨幸盛様と土木建築部住
宅課主査 山田義照様による「宅地建物取引業と人権問
題」に関するご講演を頂きました。同和問題の歴史的な
経緯からその背景、更には企業の社会的責任、企業の人
権に関する「８つの課題」等をわかりやすくご説明頂
き、改めて、協会として、企業として、個人として、人
権に対する意識の向上に資する内容であったのではない
かと思います。
第２講は、株式会社アーネット福岡支社 下永吉仁様に
よる「賃貸経営における滞納事情と家賃管理対策」につい
てのご講演を頂き、賃料滞納者の現状及び傾向、回収の
現状等のご説明から、対策に関するご説明を頂き、会員
の今後の賃貸業務に関し非常に参考となる内容でした。
続いて第３項は、税理士法人行本事務所所長 大原修
至様より「不動産とマイナンバー制度について」とい
う、旬な話題のご講演を頂きました。制度のご説明、企
業としてマイナンバーの取り扱いに関する留意点、責任
等のご説明を頂きました。
長時間に亘る研修会でしたが、ご講演いただきました
講師の方々、ご協力頂きました会員の皆様に心より御礼
申し上げます。
今後も会員の皆様にお役にたてる研修会を開催出来る
よう法務委委員会として鋭意いたします。
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山
口

yamaguchi

忘年会
法務委員会

委員長

平連嗣騎

平成27年12月３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盛大に開催されました。
有限会社両國の両國社長が司会を務められ、まず西村
支部長のご挨拶の後、株式会社大貴の清水社長の乾杯の
ご発声で会はスタートしました。豪華なお料理とキレイ
なコンパニオンさんのおかげで皆さんお酒もすすみ、あ
ちらこちらのテーブルではにぎやかな笑い声が聞こえ、
私も今年お世話になったたくさんの方へのお礼と交流を
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ではあ

りましたが、両國社長のすばらしい進行でとても楽しく
進み、結びの三本締めはビンゴ大会で見事最初にビンゴ
を達成され豪華商品を手にされた、エフケイビル株式会
社新山口店の入江店長が勤められ、会は中締めとなりま
した。
日頃なかなかお話しする機会のない方ともお話しする
ことができ、とても有意義な楽しい時間を過ごさせてい
ただきました。
その後、皆さん、思い思いに湯田温泉の夜の帳に消え
て行かれましたことは、言うまでもありません.。

平成27年度山口防府支部合同忘年会ゴルフコンペ
ゴルフ幹事

右田善弘

去る12月２日㈬、宇部72カントリークラブ万年池西
コースにて平成27年度山口防府支部合同忘年会ゴルフ
コンペを、11組42名というここ最近では最多の参加者
で盛大に開催致しました。当日は天候が曇りで気温も寒
くない程度のコンディションで、更に天気予報では午後
から雨！でしたが、参加者皆さんの日頃の善行もあり皆
さん全員のラウンド終了後に雨が降るという絶好のタイ
ミングでした。今回の平均スコアーは102点、その内80
台プレイヤーは７名、90台が14名とレベルの高いコン
ペになりました。
さて気になる成績発表です！今回の大会で難なく実力
を発揮されました実力者を発表したいと思います。優勝
は今回初参加にして初優勝の五十鈴工業㈱の高山浩樹様
でした。グロス86ネットは71.6と堂々の優勝です。高
山さんは前半のスコアーがIN39で上がってこられ、後
半もプレッシャーのある中スコアーをしっかりまとめら
れ隠しホール！バッチリのアンダーネットでの優勝でし
た。本当におめでとうございました。これ機に次回も連
続優勝を目指して参加頂きたいと思います。準優勝は、
㈲山永不動産の竹下雅樹様でした。竹下社長様は宅建協
会山口支部コンペでは皆勤賞並みにいつもご参加頂い
てます当該コンペには必要不可欠な参加者様のお一人で
す。竹下社長様は何と、前半のINスタートのスコアーが
37！！そして、後半も耐えて耐えてのゴルフでトータ
ルスコアー82！でフィニッシュされ堂々のベストグロ
ス賞も受賞されました。おめでとうございます。次年度
も是非ベスグロを狙って頂き、支部コンペを盛り上げて
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表彰式の様子

今大会優勝 五十鈴工業㈱高山浩樹様

いただきたいと思います。第３位は積水ハウス㈱加津新
一様でした。もう皆さまにはお馴染みのダブルぺリア帝
王の名をもつ加津さんの入賞です。本当に２回に１回は
必ず名前がランクイン致します、凄いお方です（笑）是
非、次年度では、オール入賞を目指して頂きたいと思い
ます。
今回は、私が幹事になりまして初の支部合同コンペが
出来ました。防府支部ゴルフ幹事の㈲グランドクオリ
ス宇多村社長様のご協力もあり本当に有難うございまし
た。是非、次年度もご都合付けばまた合同コンペを企画
したいと思いますのでよろしくお願いします。また、他
支部様からの合同ゴルフコンペ希望など御座いましたら
大歓迎です。次回は４月後半、５月辺りで28年度支部
ゴルフコンペとして開催予定です。次回開催も多数の御
参加者お待ちしてます。来年も皆様にとって素敵なゴル
フライフになります事祈念いたします。
コンペ結果
優 勝
高山 浩樹
準優勝
竹下 雅樹
３ 位
加津 新一
ベストグロス賞

竹下

グロス
86
82
87
雅樹

ＮＥＴ
71.6
72.4
72.6

スコアー

82
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新入会員のご紹介
株式会社I.D.Works
代表取締役

田丸

亮

〒753-0044 山口市鰐石町6-2
TEL：083-929-3960
FAX：083-929-3970

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I.D.Worksの田丸亮と申します。
弊社は新築住宅、店舗デザイン、リノベーション、リフォームの設
計・施工で平成26年１月よりスタート致しました。さらにお客様に総合的にご提案ができるよ
うこの度不動産部を立ち上げ、皆様のお仲間に加えていただくこととなりました。
至らぬ点も多々あるかと存じますが、皆様方のご指導を頂き成長してまいりますので、何卒宜しくお願い致します。

株式会社ワイズコーポレーション
代表取締役

小阪

幸彦

〒753-0070 山口市白石一丁目６番１号
TEL：083-976-4478
FAX：083-976-4479

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
た、株式会社ワイズコーポレーションの小阪と申します。
お客様の不動産を取り巻く様々な環境、また不動産にかかわる様々な問題やお悩みに対応出来
るよう邁進していきたいと考えております。
なにぶん未熟な若輩者ですので、皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

二号
賛助会員

五十鈴工業株式会社

代表取締役

髙山

浩樹

〒753-0815 山口市維新公園三丁目３番１号
TEL：083-922-2683
FAX：083-922-2693

この度、山口県宅建協会山口支部に賛助会員として入会させて頂きま
した、五十鈴工業株式会社の髙山浩樹と申します。昭和34年の創業以
来、山口市内の公共土木工事が営業費目の大部分でしたが、近年は、様々なご縁から民間土木・
建築工事のご依頼も多く頂戴し、信頼を第一に心掛けた営業をしております。本会の会員相互の
発展に貢献できるよう努めてまいりますので会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

会
○新規入会者
・㈱I.D.Works

代表者
専任取引士
・㈱ワイズコーポレーション
代表者・専任取引士
○賛助会員入会者
・五十鈴工業㈱
代表者

員

田丸
矢田

亮
紘司

小阪

幸彦

髙山

浩樹

○専任取引士変更
・㈱ファノス宅地開発部 山口支店 （新）清水
		
（旧）吾鄕

心平
康晴

の

動

き

○住所変更
・㈱カチタス山口店
（新）〒753-0831 山口市平井601-1
TEL：083-920-1254
FAX：083-920-1264
○退会
・㈲ソーシャルマインド
代表者・専任取引士 山根隆太郎

免許更新のお知らせ
商
号
㈲クリエート防長
㈲鳳
友
㈱リ ブ プ ラ ス

免許有効期限
Ｈ28．2．16
Ｈ28．4．23
Ｈ28．4．26

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４月より提出先が住宅課に変更になりました。
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防
府

hohu

新年ごあいさつ
中川信広

防府支部長

明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、ご家族の皆様ととも
に健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、昨年は４月に宅地建物取引主任者から宅地建物
取引士へと変わり、我々の業界として大きな変革が行
われました。この名称の変更は不動産を取り扱う者とし
て、より一層消費者に対して安心・安全な取引を行い、
信頼を構築することが求められるものだと思っておりま
す。そのためにもコンプライアンス意識の向上や専門的
知識の習得が必要不可欠となり、支部運営として、研修
の充実に努めて参りますので、皆様方におかれましても
より一層の自己研鑽に励んでいただくとともに、業界の
更なる発展のため倫理綱領の遵守にご理解とご協力をお
願い申し上げます。
また、少子高齢化、人口減少を迎えた社会において、
住宅産業も既存住宅の長寿命化が国の政策として提唱さ

不動産研修会
広報委員

宇多村 智 憲

将来の民法改正に先駆けて、支部会員への事前業務サ
ポートの一環として「民法改正について」と題して、上
田明弘司法書士事務所の上田明弘先生による研修会を行
いました。
３〜４年後に施行されるであろう民法改正の中でも、
より私たちの業務に関係してくる内容を中心にPC画面
をスクリーンに投影しながらの解説が行われました。
非常に勉強になる内容で、この民法改正についての研修
会は今後も施行までに何度か行っていきたいと思います。
次に「空家対策ローン」の商品内容の説明を山口銀行
防府支店、住まいのコーナー原本課長代理様に行ってい
ただきました。
１．日
２．場

平成27年11月17日㈫ 午後１時〜３時
防防府市八王子1-29-20
アパホテル２F 剣山Ⅰ・Ⅱ
３．講師並びに研修科目
・第１講「民法改正について」
講師：上田明弘司法書士事務所 上田明弘様
・第２講「空家対策ローンについて」
講師：山口銀行防府支店 住まいのコーナー
課長代理 原本映司様
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時
所

れています。既存住宅ストックの活用により環境負荷の
低減を図るためにも、作っては壊す（スクラップ・アン
ド・ビルド）から、きちんと手入れをして長く大切に使
う（ストック・アンド・フロー）との考えに基づき、中
古住宅の流通活性化が求められるとともに、全国で820
万戸といわれる空き家の利活用も求められております。
支部としても、本年も引き続き県本部と連携を取りなが
ら、自治体や各種団体等と友好関係を築きながら、会員
の皆様の業務支援に繋がるような事業を展開していきた
いと思っております。そのためにも各事業に参加してい
ただき会員間の信頼を構築しながら、今まで以上に支部
運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
結びに、本年も皆様のますますのご活躍とご健勝を心
からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきま
す。

支 部 だ よ り

ハトマーク空き家無料相談会開催
業務委員

藤村泰則

11月23日㈪に「ハトマーク空き家無料相談会」をカ
リヨン203で開催し、21名の方が来場されました。
今抱えている問題を解決したいと考えていらっしゃる
方が来場され、国を挙げての空き家対策等により、放
置されている危険な建物に対する税金負担や空き家の活
用法、相続がままならず空き家になっているケースなど
様々な悩みのご相談を受けることができました。
今回は初めての試みでもありお客様や会員にご迷惑を
おかけしたかと思いますが、相談会はとても有意義で
あったと感じました。これらを踏まえながら運営等のし

くみを改善し、次
回相談会がより良
くなる様に検討し
たいと思います。
また、今後も宅
建協会の意義を発
揮しながら不動産業界の健全で実りのある方策が実現で
きるように、会員の皆様と共に考え歩んでいきたいと思
いますので、皆様もより一層宅建協会の活動に参加して
頂けると幸いです。

防府支部研修視察旅行
総務委員

古河和子

９月８日、「京都方面へ台風直撃か？」の文字…昨年
の支部旅行は台風の為中止！
今年もか？と半分諦めていましたが、支部長のGOサ
インでドキドキしながら京都へ！
今年の研修は明治時代から続く日本一長いアーケード
「三条商店街」の活性化事例や、地域を巻き込んだ集客
への取り組みについて、商店街組合理事長 上田照雄さ
んにお聞きしながら、アーケードの中の商店でつまみ食
べ歩きをするという企画！
環境問題に関する取り組みをはじめ、アーケードの蛍
光灯の仕組みを変え、年間700万円掛かっていた電気代
を300万円台までコストダウンされたというお話や、大
学生と取り組む「三条会子育て広場」、小学生による
「販売体験学習」、中学生の「職場体験」など、地域の
大人も巻き込みながら集客し、未来の消費者である子ど
も達を大事にしようと、いろんな企画を催されているこ
ともお聞きしました。

平成19年に「商店街組合加入100％！組合費未加入
０％」を達成されましたが、新しく店を開いた若い経営
者や全国チェーンの飲食店、大手スーパーなどいろんな
お店に加入をしてもらうには大変苦労されたそうです。
京都の「二条城」近くで地域のつながりを深めながら
活性化に取り組む三条商店街と、「防府天満宮」から続
く防府の商店街はどこか似た感じもし、参加された会員
さんも、防府の街づくりの為に不動産業者として何か出
来ることがあるのでは?と感じられたのではないかと思
います。
台風の影響で雨の京都でしたが、鴨川を見ながら先斗町
「よし菜」の京懐石を頂いたり、清水では、お庭が素晴ら
しい「奥丹」の湯豆腐料理も頂き、清水寺・南禅寺など、
京都の風情も食も満喫出来た研修視察旅行でした。

会

員

の

動

き

○新規入会者
・㈱スモット不動産 代表者 吾郷 康晴
〒747-0035 防府市栄町二丁目３番14号
栄町ビル302
TEL：0835-28-9912 FAX：0835-28-9913
免許番号 山口県知事⑴3511
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周
南

shunan

新年のご挨拶
支部長

池田周太

新年明けましておめでとうございます。2016年が周

の建て替え等「箱モノ」の予算計上が多く、市民が本当に

南支部会員の皆様にとって実りある良い年となりますよ

望む「住み良い暮らし」ができる政策になっていません。

う祈願致します。また、昨年の周南支部事業である土地

社会問題になった「マンションの杭打ちデータの不

価格査定・「空家」相談会には多数の会員の方々にご協

正」「東芝の会計操作問題」に見られる現在の日本人の

力いただき感謝申し上げます。

倫理問題。社会からの信頼を失うことへの軽視が取り返

安倍内閣も第三次改造内閣に突入しました。しかし、

しのつかない事態になるにもかかわらず、なぜ過ちを犯

脱デフレを目指すアベノミクスが筋書き通りに進んで

してしまうのでしょうか。宅地建物取引士となった我々

いません。企業収益の改善により賃金を引き上げ、消費

は、士業に対しての重い責任を感じ、真摯な業務を遂行

を盛り上げるという好循環がないため、国民には一部の

していくことが望まれます。五郎丸会長が常に進言され

企業収益が過去最高と言われても実感がないのが実情で

る「三つの信頼」と職業倫理を、今一度、自覚すること

す。今、日本は少子高齢化とそれに伴う労働力の減少と

が必要です。

いう課題に直面しています。このままでは日本経済は勢

本年の周南支部事業については「ハトマークR住宅」

いを失い、社会保障制度の維持も危ぶまれます。政府も

「自治会への加入促進に関する協定書」「山口県居住支

「一億総活躍社会」の実現に向けてスタートしました。

援」等の更なる推進を成し遂げたいと思います。本年も

一方、周南地区では新しい企業進出等、経済の活性

会員の皆様のご理解とご協力をお願いして新年の挨拶と

化・人口の増加に繋がる様子はなく、市庁舎・徳山駅ビル

致します。

第３回「宅建塾」
業務委員長

島津和典

第３回「宅建塾」を９月８日に周南支部会議室にて開
催した。
講師は今回も山口県宅建協会 五郎丸孝士会長にお
願いした。今回の出席者は24名で会議室は満席となっ
た。講義の内容は
①ハトマークサイト登録方法の変更について
②レインズのステータス管理機能の導入の現況の考案及
び今後の方向性について
③ハトマークＲ住宅の要件及びその取得のポイントにつ
いて
④中古住宅購入時の減税制度と消費者目線での宅建業者
としての知識及び注意点とハトマークＲ住宅の活用関
連性について
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主に上記の内容での講義であったが、いつもながら業
界を取り巻く環境の変化及び協会の動きなど時勢を含ん
だ内容で、予定の90分があっという間に過ぎ去った。
次回の「宅建塾」が楽しみである。

支 部 だ よ り

平成27年宅建協会周南支部・秋の親睦旅行記
総務委員長

吉木葉子

平成27年９月16日㈬、総勢25名はワイワイと挨拶を
交わしながら、徳山駅を出発。
灘菊の試飲では早くもほろ酔い気分。
昼食後は姫路城へ…バスを降りてから天守閣への道は
しんどかった〜。と言う声が多く、階段はけっこう急勾
配で、城の美しさを称えるよりも、登りがきつかったと
言う声のほうが大きかったですね。
もしかしてお酒の試飲のせいかも…。
ホテルへ先にチェックインを済ませて、三宮の街を散
策…と言うより、デパ地下巡り。と言ったほうが正解。
つまみ食いの美味しかったこと！
ホテルに再集合した後は、神戸プレジールにて松坂牛
のセイロ蒸しでデイナー。さすがにJAの直営店だけあっ
てお肉の美味しさもさることながら、お米が飛び切り旨
かった！こっそりお代りをしたのは私だけでしようか？
翌日はゴルフ組と観光組みに分かれて出発。

そぼ降る雨も神戸を歩くには、また格別にロマンテ
イックでしたね。
異人館・メリケンパーク・ハーバーランドと巡り、こ
れまた美味しいブックフェスタイルのランチで大満足。
ゴルフ組の成績は、
１位
２位
３位
４位
５位

岡村
西岡
池田
藤井
熊谷

英之
一美
周太
勉
匡悦

となり、帰りのバスの中では反省会で大盛り上がりでし
た。毎年のことですが、修学旅行の少年・少女の様で微
笑ましいものでした。
今年参加なさらなかった方々も、来年はぜひご一緒に
楽しみましょう。

空き家無料相談会
業務委員長

島津和典

周南支部の空き家無料相談会には、12組19名が来場
された。
澄田税理士のパワーポイントを使用したセミナーは、
ポイントを押さえたわかりやすい説明で、来場者に大変
好評でした。
続く無料相談には、６組が具体的な問題点や質問を宅
建協会相談員に話されました。（うち売却相談５組）
参加頂いた先生方へのお客様の会場内での引き継ぎもス
ムーズで、相談されたお客様は大変満足されておられま

した。帰りに、大変参考になった。来て良かったという
声を掛けていただき、来年の開催に向けて勇気付けられ
る会となりました。
ただ、今回の会場は市街地より少し離れており、来場
者獲得には、少し不利であった様に思われます。来年は
早目に立地の良い会場を押さえてより多くの来場者の獲
得を目指したいと思います。
ご協力頂いた各先生方と、宅建協会会員の皆様に感謝
致します。
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岩
国

iwakuni

第４回情報交換会開催
業務委員会

松前康宏

平成27年11月19日宅建協会岩国支部にて第４回情報

も促進し易く

交換会を開催いたしました。（参加人数：12名）

なり、空き家

第一部は広島銀行山口個人ローンセンター、山元セン

問題解消への手助けとなるのではないかと思われます。

ター長より空き家対策支援プランとして空き家となっ

第二部では物件情報の交換と日常業務での相談事を話

ている住宅の解体・リフォーム費用等の融資説明をして

し合いました。今回もオープンな雰囲気で進行し若い方

いただきました。近年、社会問題化している空き家です

から熟練の方まで気兼ねない意見交換ができたのではな

が、撤去費が借入によって賄えるのであれば業者として

いかと思います。

新入会員のご紹介
部屋ナビエステート
代表取締役

丸茂

隆章

〒740-0018 岩国市麻里布町６丁目13-8-1F
TEL：0827-35-6600
FAX：0827-35-6601

初秋の候、皆様におかれましては、益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。
本年８月より本協会へ入会させて頂きました、部屋ナビエステートの丸茂隆章と申します。
弊社は、賃貸物件に於ける内装・清掃業を主体とした業務を行っておりましたが、お客様より賃
貸物件運営のご相談を頂く機会が増え、更に皆様のお力となれる様この度宅建業の免許を取得し、
本協会へ入会させて頂く事となりました。
開設時におきましては、会員の皆様より数多くのお力添えを頂きました事、心より御礼申し上げます。
今後はお力添え頂きました皆様を初め、微力ながらも本協会繁栄の為業務に邁進して行く所存で御座います。
会員の皆様におかれましては、今後共ご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
末筆ながら、本協会並びに会員の皆様の益々のご発展を祈念致しますとともにご挨拶とさせて頂きます。

ご結婚おめでとうございます
本年８月13日に㈱アスワンの松前さんが結婚しました。
思い起こせば、ウベハウスに勤めていた若かりし日は、なかなか宅地
建物取引士の試験が受からなくて、がんばれ、がんばれと応援して、試
験が受かり独立して不動産会社を経営するようになったら、いい年に
なったので結婚はまだか、まだかと心配し、それが突然、結婚したとの
話、我がことのようにうれしかったです。
松前さんは「守る人が出来たので、精進してゆきます」と強く言っておられました。
お二人ともいつまでもお幸せにお過ごしください。
（㈲田中不動産
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田中孝敏）

支 部 だ よ り

釣り場放浪記

大物狙いの五目釣り

９月16日、10人の釣り人が遊漁船「ゆきかぜ」に
乗船、新港を出港し平郡島沖に向かいました。今回は
五目釣りで主にアジ、チダイ、ウマヅラハギを狙いま
す。プラスアルファの狙いは、アジをヒラメやハマチ
などの青物にのませて釣る釣り方ですが、今回は皆、
この釣り方の方が主だったのかもしれません。
七時半頃平郡島沖に到着。一投目から20㎝前後の
アジが釣れ、出足好調です。チダイやウマヅラハギ
もポツポツ釣れ、五目釣りにはもってこいの漁場で
す。ただ、肝心な大物はなかなか来ません。
その後、船は大物を探し求めて次なるポイントへ
移動しました。ここはアジが湧いており期待大の
中、大へん惜しいアタリがシーエスジェイの田中さ
んの竿に出ました。
仕掛けを上げてみるとアジがかじられていまし
た。作本船長の話では、「これは大ヒラ
メの仕業に違いない」とのことでした。
これを機に船上は一気に盛り上がり、活
気が出てきました。誰もが、大ヒラメは
自分の竿にヒットすると期待しておりま
したが、ヒットに持ち込んだのは先程の
田中さんでした。竿が最高にしなり、途
中何度ものされそうになりながらも浮か
せてきたのは、83㎝のブリ？いやハマ

チ？でした。船長のジャッジでは「もう少し体長が
ないとブリとは言えない」とのことでしたが、今回
はブリということにしときましょう（……笑）
今回の釣行では皆大物を狙っているように見えて、
実は密かにウマヅラハギのみを専用仕掛けで狙ってい
る人がいました。それは村川不動産の村川さんです。
釣果を聞けば、２けた釣ったとのことでした。さす
が村川釣り同好会会長です。また前回80㎝オーバー
の大ヒラメを釣った斉藤商事の斉藤さんは、今回大
物の釣果はないものの、良型チダイを15匹と数釣ら
れました。大物はまた次回期待しております。
雨足も強くなり、午後１時半頃納竿となりました
が、今回の五目釣りは十人十様に満足のいく、大へ
ん楽しい釣行だったと思います。
（瑞穂不動産 森本隆司）

大物狙いのリレー釣り
11月４日、７人の釣り人が遊漁船「ゆきかぜ」で
周防大島沖に向かいました。
今回はリレー釣りで、始めに太刀魚釣り、ウマズ
ラハゲ、大物狙いの釣りになりました。太刀魚釣り
は、始めての方がほとんどで、最初は中々釣れな
かったけど少し慣れると、釣れ始め、一人２〜３匹
ぐらい釣れました。次にハゲ釣り、ですがハゲの活
性が低く余り釣れず、一人３〜５匹ぐらいでした。
最後に大物狙いで、かなり船を移動させ、まずエサ
のアジを釣りましたが、30㎝ぐらいありエサとし
ては大きすぎる、こんなアジを丸呑みする魚がいる
のかと思いながら釣っていると、斎藤商事の斎藤さ
んの竿に魚がヒット、竿が根元から曲がっているか
なりの大物に違いない、全員が釣りを止めて見てい
ましたが、中々上がって来ません。かなり時間をか
けて、やっと上がって来たのが、今まで見たことも
ない大きな魚でした。船長に聞くと大ニベと分かり
ました。体長125㎝・重さ16㎏の化け物みたいな魚
でした。まるでアマゾン川にいるような巨大魚みた
いな魚だ。この魚を見て私も釣ってみたくなり、す
ぐに仕掛けを投入しアジを釣り大物のアタリを待っ
た。少しすると強烈なアタリがあり、すごい力で引
くので左腕が痛くなり中々浮いてこない時間をかけて

慎重にリールを巻き上げ、ようやく大ニベを釣り上げ
ました。斎藤さんのより少し小さいけど、120㎝ぐら
いありました。今まで釣りをしていて、こんなに大
きな魚を釣り上げたのは初めてでした。
夜の宴会で大ニベ・ウマズラハゲ・アジ・太刀魚
の料理で大いに盛り上がり、大満足の一日でした。
（村川不動産 村川 敬）
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・
・
・
・
・
・思い込み

教学相長

有名な話に“象と鎖”という話がある。人に飼われ
ている象は、繋いである鎖を切っていつでも自由にな
れるのに、幼いときから鎖に繋がれているものだから、

子供、特に幼児の特徴は何にでも疑問を持つことで、

この細い鎖でも動くことが出来ないとの思い込みか

私自身孫からよく質問攻めに合い戸惑うことがある。

ら、大きくなってパワーが付いても鎖を切って逃げよ

幼児の『どうして？』の中には素朴ではあるけれど斬

うとはしない。という話である。

新で、
「えっ!?…こんな見方もあったのだ！」と思わせ
ることもある。

政治も経済も激動の世の中、
“思
い込み”や“諦め”といった大人独

ところが、人間、社会人になる頃には深い意味が解

特な思いは捨てて、幼児の様な素朴

らないことでもそれが自分の仕事や生活に直接影響を

な視点で世の中を見つめ

及ぼさない限り調べたり人に聞いたりしないで見過ご

直してみるのもよいので

すことが多い。この様なことが日常的になると、人は

は…きっと、今まで見た

“思い込み”という形で現実にあるものをあたりまえと

ことのない光が差し込ん

してとらえ、何の疑問も持たず肯定的に考えるように

で来ると思う。

なる。
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1

下関

⑴3507

ユニバーサル地所ヨシオカ

吉岡

忠徳

1

下関

⑿820

植野不動産㈲

木村

博沿

2

山口

⑴3508

㈱I.D.Works

田丸

亮

2

周南

⑻1842

ロイヤルファースト㈱

熊谷

達雄

3

山口

⑴3509

㈱ワイズコーポレーション

小阪

幸彦

3

岩国

⑷2879

坂井商店

坂井

文樹

4

防府

⑴3511

㈱スモット不動産

吾郷

康晴

4

下関

⑵3131

㈱下関商事

中谷美弥子

5

下関

大臣⑶6178 原弘産アパマンショップゆめタウン長府店 北村

大造

5

宇部

⑵3175

㈲タクト

山縣

裕美

協 会 の 動 き
９月

11月

７ 月 職員採用試験

於 会館 池田

10 木 第３回法務委員会

於 山口 出席者

10名

５ 木 山口県居住支援協議会専門部会 於 山口 五郎丸、池田

第２回幹事会

於 会館 出席者

８名

９ 月 平成27年度新規免許業者研修会 於 会館 出席者35名

第３回総務委員会

於 会館 出席者

11名

10 火 ハトマーク空き家無料相談セミナー 於 会館 出席者55名

11 金

16 水 西日本レインズシステム説明会

４ 水 空き家相談員研修会

於 岡山 神田

15 日 千振和雄氏 黄綬褒章受章祝賀会 於 京都 五郎丸

25 金 都道府県宅建協会・本部事務局長会議 於 東京 神田
29 火 第５回業務委員会

於 会館 出席者

11名

10月
13 火 第４回宅建取引士法定講習会

於 会館 白川

14 水 宅建試験監督員説明会

於 会館 出席者

81名

15 木 西日本不動産流通機構業務執行理事会 於 広島 五郎丸
18 日 平成27年度宅建試験

於 防府・山口 出席者

24 土 ふるさと探しフェア2015

於 大阪 神田

30 金 第６回業務委員会

於 会館 出席者

於 山口 塩田

92名

16 月 平成27年度中間監査会

於 会館 出席者６名

17 火 西日本不動産流通機構理事会

於 広島 五郎丸

20 金 山口地域留学生交流推進会議

於 山口 山近

23 月 ハトマーク空き家無料相談会

於 県内８会場

24 火 全宅連・全宅保証第２回理事会

於 東京 五郎丸

25 水

人権確立をめざす県民のつどい 於 山口 平連、境田
全宅管理第２回理事会

於 東京 上原

27 金 保証機能のあり方検討委員会

於 山口 池田

11名

31

54

支部お薦めシリーズ
臨済宗

峨眉山

「縁起」

普賢寺

周南支部
光市室積８丁目

播州書写山円教寺の住職である性空上人は、長年、普賢菩薩を拝したいと願っておられた。ある夜夢のお
告げにより、周防室積の地に錫を留めるに至り、当時の古老に種々の昔の話を聞かれた。そして猟師の手に
よって沖合の海中より出現の霊像を拝され、此れを普賢
山上大多和羅山に庵を結び安置された。後年現在の場所
に普賢寺御堂が建立され、本尊として安置されている。
現在の普賢寺は江戸時代初期に改築された。また本尊
の安置してある普賢菩薩像は大正６年５月に改築され、
平成５年４月に大修理された。
創建当時は天台宗であったが、後に臨済宗となり現在
に至る。
江戸時代全期及び明治初年の版籍奉還までは毛利公の
祈願所とされ、お手普請寺として寺格は高かった。
なお、開基性空上人の入寂の日をとって定めたという
毎年５月13、14、15日の３日間の普賢祭には、盛大な
農具市や露店市がたち、古くから普賢市として広く知ら
れている。
資料提供

周南支部

時事
雑想

当社は昭和49年に開業
地元で長く宅建業を営
だけでなく同業者との付

き合いがいかに大切であるかを痛感しております。
普通の会社の社員であれば定年が有り、退職後は同
僚との付き合いはほとんど無くなりますが、宅建業者
には定年が有りません。

本

信

に行事に参加される事をお勧めします。
積極的に行事に参加されている方は仕事も良くされ
ています。
研修会、新年会、忘年会、親睦旅行、価格査定、親
睦ゴルフ、花見等を通じて親睦を深め、仲間として人
生を共に出来るような気がします。
私は宅建業は事業よりも家業にした方が良いと思っ
ています。

同業者とは親しい仲間であり、良きライバルでも有
ります。

地元で長く仕事を続け、地域に溶け込み、事業拡大
よりも地域で信頼される業者として、100年続けられ

他にこんな業界は無いと思います。

たらなと思っております。

物件情報を交換、共有し、仲介手数料をお互い折半
にする。

こんな思いがお客様に伝われば、営業第一でなく、
何かと相談したい業者になれるのではないかと思って

それも宅建業法で定められています。

おります。

私は、長年、宅建協会周南支部の相談員を務めさせて
いただき、少しでもお役に立てればと思っております

生意気な事を綴らせていただきましたが70歳になれ
ばすべて許されるのではと…。

が、昔に比べると業界のモラルも随分向上しています。
発行所（一社）山口県宅地建物取引業協会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部

発行人

安

宅建協会に入会された方は、機会有るごとに積極的

し、すでに41年になります。
んでおりますと、お客様

木

光市観光協会

会長

五郎丸 孝士

編集人

〒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

法務委員長

西

村

俊

爾

