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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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平成28年度税制改正大綱のポイント
１．空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の創設

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来
する古い空き家（除却後の敷地を含む。）の有効活用を促進するため、空き家の売却について、以下の特例措置が創
設されます。
相続時から３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続
人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を
譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度（詳細は以下をご参照ください）

ポイント１【相続発生日を起算点とした適用期間の要件】
相続時から３年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年４月１日から
平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
【例】平成25年１月１日に相続が発生した場合
→本特例の対象となる譲渡期間：平成28年４月１日～平成28年12月31日
ポイント２【相続した家屋の要件】
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です（区分所有建築物は対象外です）。
①相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
②相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること
③昭和56年５月31日以前に建築された家屋であること
④相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
ポイント３【譲渡する際の要件】
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
①譲渡価格が１億円以下
②家屋を譲渡する場合（その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。）、当該譲渡時にお
いて、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
その他【他の税制との適用関係】
①本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除（※１）又は自己居住用財産の買換え等に係る
特例措置（※２）のいずれかとの併用が可能です。
②本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例（※３）とは選択制となります。
※１同一年内に併用する場合、２つの特例併せて3,000万円が控除限度額となります。
※２特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の
特例、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
をいいます。
※３相続により取得した土地建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算する
ことができる特例をいいます。

２．新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長

新築住宅に係る固定資産税を３年間（マンションについては５年間）２分の１に減額する特例措置の適用期限が２
年間（平成30年３月31日まで）延長されます。
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３．不動産取得税に係る各種特例措置の延長

不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が２年間（平成30年３月31日まで）延長されます。

新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年（本則６ヶ月）を経過した日とする不動産
取得税の特例措置
⇒適用期限を平成30年３月31日まで延長
新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を３年（本則２年）
とする特例措置
⇒適用期限を平成30年３月31日まで延長

４．買取再販で扱われる住宅の取得に係る
特例措置の延長
宅地建物取引業者により一定の質の向上を
図るための改修工事が行われた中古住宅を取
得する場合に、買主に課される登録免許税の
税率を一般住宅特例より引き下げる措置が
２年間（平成30年３月31日まで）延長され
ます。

５．居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長

居住用財産の譲渡に当たり、譲渡損又は譲渡益が生じた場合に応じて、以下の税制上の特例措置の適用期限が２年
間（平成29年12月31日まで）延長されます。
【譲渡損が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⇒住宅の住替え（買換え）で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡
損失額を所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）できる制度
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⇒住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン
残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）できる制度
【譲渡益が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
⇒住宅の住替え（買換え）で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、
譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度

６．耐震、バリアフリー、省エネ改修が行われた既存住宅に係る特例措置の延長・拡充
住宅ストックの性能の向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合の固定資産税の特例措置が延長、対象住
宅が一部拡充されます。
耐震改修

工事の翌年１/２軽減、特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は２年間１/２軽減
⇒適用期限を平成30年３月31日まで延長

工事の翌年１/３軽減
バリアフリー ⇒①適用期限を平成30年３月31日まで延長
②築後10年以上を経過した住宅を対象に追加
改修
③床面積要件（改修後の住宅の床面積が50㎡以上）を追加
省エネ改修
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工事の翌年１/３軽減
⇒①適用期限を平成30年３月31日まで延長
②床面積要件（改修後の住宅の床面積が50㎡以上）を追加

７．長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置
（登録免許税、固定資産税、不動産取得税）の延長
適用期限を平成30年３月31日まで２年延長

登録
免許税

税率を一般住宅特例より引き
下げ
所有権保存登記：
一般住宅特例
0.15%→0.1%
所有権移転登記：
一般住宅特例
0.3%→戸建：0.2%
マンション：0.1%

固定
資産税

一般住宅特例（１/２減額）の
減額期間を拡充
戸建て：３年→５年、
マンション：５年→７年

不動産
取得税

課税標準からの控除額を一
般住宅特例より増額
一般住宅特例
1,200万円→1,300万円

８．三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設

世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に
ついて、以下の税制上の特例措置が講じられます。
○個人が、その者の所有する居住用の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年４月１日から平成31年６月30
日までの間にその者の居住の用に供した場合は、次のいずれかの特例を適用できます
①三世代同居改修工事（※１）に係る標準的な工事費用相当額（※２）（250万円を限度）の10%に相当する金額をそ
の年分の所得税の額から控除→リフォーム投資型減税
②増改築等に係るローン（償還期間５年以上）の年末残高1,000万円以下の部分に一定の割合を乗じた金額を５年
間所得税の額から控除→リフォームローン型減税
※１キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうち少なくとも１つを増設し、いずれか２つ以上が複数になる改修工事であり、その工
事に係る標準的な工事費用相当額が50万円を超えるもの（補助金等控除後）
※２三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該改修箇所数を乗じて計算した金額

①リフォーム投資型減税（その年分のみ控除）

②リフォームローン型減税（５年間控除）

■2.0％対象工事に三世代同居対応工事を追加
■ローン残高の一定割合を所得税額から控除

■対象工事に三世代同居対応工事を追加
■工事費等の10％を所得税額から控除
（対象工事限度額250万円）

控除率
限度額

最大控除額

耐震

250万円

25万円

バリアフリー

200万円

20万円

省エネ

250万円

25万円

三世代同居

250万円

25万円

対象工事限度額

2.0％

バリアフリー・省エネ・
三世代同居
工事限度額

1.0％

その他
工事限度額

最大控除額
250万円
750万円

62.5万円
（５年間）

◎その他

●認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が２年間（平成30年３月
31日まで）延長されます。
●サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、割増償却率を10％（耐用年数が35年以上であるものに
ついては、14%）（現行：14%（耐用年数が35年以上であるものについては、20%））に引き下げた上、その適用
期限が１年間（平成29年３月31日まで）延長されます。
注意

本内容は、平成28年度税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案であります。
税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年３月末頃に成立する見込みです。
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山口県宅建協会お墨付き物件

『ハトマークＲ住宅とは…』

少子高齢化、人口減少を迎えた社会において、既存住宅の長寿命化が国の政策として提唱されています。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、「不動産流通市場活性化フォーラム」の提言
がまとめられ公表されました。国土交通省によると、日本の住宅の平均解体年は27年で、中古住宅流通比率は13％であ
り、アメリカの66年、77％、また、イギリスの80年、88％と比較すると、解体のサイクルが速く、中古住宅のシェアが極
めて低い状況です。
この施策に対応するため、信頼産業を目指す(一社)山口県宅地建物取引業協会におきまして、中古住宅の取引にあた
り消費者が求める情報の非対称の解消を図るとともに、消費者への安心・安全な商品提供を目的として、個人売買、不動
産業者による再販の如何に関わらず、協会が推奨するサービス(制度)が付加されている物件で、物件の品質の確認と優遇
税制の適用がある物件『ハトマークＲ住宅』の制度を策定しました。
Ｒ住宅のＲは、リセール、リノベーション、リフォームの頭文字のＲです。
長期優良住宅、インスペクションや瑕疵保険等、中古住宅流通の促進に必要なサービス項目を設定し、下記の適合前提条件
及び個別適合条件の組み合わせにより、「ハトマークＲ住宅ＡＡＡ（トリプルＡ）、ＡＡ（ダブルＡ）、Ａ（シングルＡ）」
の３種類のランク付けをしています。
消費者の皆様に対する本制度の啓蒙活動として、山口県宅建協会のホームページに「ハトマークＲ住宅」の専用コー
ナーを設け、適合物件等の情報提供を行っています。

AAA

AA

A

前提条件＋（ト）
ないし
前提条件＋（チ）
ないし
前提条件＋
（ホ）＋（リ）＋（ヌ）

前提条件＋
（ホ）
ないし
前提条件＋（ロ）＋（へ）

前提条件＋（イ）
＋（ロ）
ないし
前提条件＋（イ）
＋（ハ）
ないし
前提条件＋（イ）
＋（ニ）

ハトマークＲ住宅 適合前 提条件
ハト

1
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告知書による
物件の確認

2

抵当権その他第三者の
権利の抹消

3

境界の明示

白あり調査・駆除

4 （１年以上保証）

ハトマークＲ住宅

個別適合条件

イ）仲介物件のインスペクション（個人間売買瑕疵保証責任保険前提）済物件
（補修が必要な場合その内容が明らかになっている物件）
ロ）非耐火建築物は築20年・耐火建築物は築25年以内の物件
ハ）ロ）を越える物件で、昭和56年6月１日以降に建築確認を受けた物件
ニ）ロ）を越える物件で、耐震基準適合証明を受けた又はその予定のある物件
ホ）業者再販の場合、売買瑕疵担保責任保険（業者売主型の2年型500万円又は1000万円）加入済物件
（注）ロ)を越える物件でも瑕疵保険加入物件であれば可
へ）仲介物件のインスペクション（個人間売買瑕疵保証責任保険前提）済物件
（補修の必要がなくいつでも瑕疵保険に加入できる物件）
ト）長期優良住宅に基づいた物件
チ）長期優良住宅化リフォームを行った物件

合条
リ）リフォーム瑕疵担保責任保険加入物件

（注）ホ）の売買瑕疵担保責任保険(5年型1000万円)に「引渡前ﾘﾌｫｰﾑ工事特約」を保険対象に追加した場合は不要）
ヌ）住宅履歴情報サービス機関（家カルテ）に住宅履歴の登録がある物件
（注）瑕疵保険加入の時期は入居までが望ましい（特に決まりはないが常識的な範囲で）。
また検査の有効期限は1年間。但し右ページ個別適合条件の意味と目的のハ）と ニ）の税軽減のための時期に注意

ハトマークＲ住宅

個別適合条件の意味と目的

ロ）次の①～③の減税制度の共通要件であり、居住者の要件及び床面積の要件等を満たせば、
件の意味と目的
①住宅ローン控除、②不動産取得税の特例、③登録免許税の軽減を受けることが出来る要件
ハ）ロ）の築後年数要件を越える住宅であっても、インスペクションにより内容が明らかになっている箇所を、買主が各税
の軽減するための手続きと補修を行い、瑕疵保険に加入することにより、
①住宅ローン控除（居住の用に供する日までに再手続）を受けることが出来る。
②不動産取得税（取得後６ヶ月以内に再度手続）の特例の軽減を受けることが出来る。
③登録免許税の軽減は売主の協力を得て引渡し前に補修を行い瑕疵保険の付保証明書が無いと受けることが出来ない。
ニ）ロ）の築後年数要件を越える住宅（築年数に関係なく）であっても、木造一戸建ての場合、買主が各税の軽減するため
の手続きと耐震改修工事を行い「耐震基準適合証明書」を取得することにより、
①住宅ローン控除（居住の用に供する日までに再手続）を受けることが出来る。
②不動産取得税（取得後６ヶ月以内に再度手続）の特例の軽減を受けることが出来る。
③登録免許税の軽減は売主の協力を得て引渡し前に補修を行い耐震基準適合証明が無いと受けることが出来ない。
（注）不動産取得税の特例については、昭和57年1月1日以後に新築されたもの（登記簿の年月日）は瑕疵保険未加入
でも特例を受けられる（諸要件有）
ホ）宅建業者が瑕疵保険に加入することにより、
①住宅ローン控除（すまい給付金）、②不動産取得税の特例、③登録免許税の軽減を受けることが出来る要件
（注）上記内容は、実際に適用する時点で要件が変わることもあります。詳しくは税の専門家へお問い合わせください。
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第２回本部研修会報告書
法務委員
平成28年２月８日に本部研修会が山口県セミナー

藤村泰則

われます。しかも山口県は高齢化率全国４位という高齢
者人口の比率が高い日本の先駆者として、世界の規範に

パークで開催されました。
いつもより長い時間を割き倫理に関することと、レイ

なるような仕組みを生み出すようにしなければならない
と言われドキッとしました。

ンズ、保険に関しての研修を致しました。
第２講の山口大学の鍋山教授の「倫理について－変わ

しかし、過去の歴史を紐解き考えるに、明治維新しか

りゆく家族と社会の中で－」の話は、倫理の内容より家

りのように山口県から新しい雇用形態、生き方、不動産

族の有様についての変わりようがグラフやデータ等に

業の革命等を“起こしちゃる”の意気込みで頑張っていか

より明らかに変化していることがわかりました。今まで

ないといけないと思いました。山口県のノウハウが日本

の価値観を少しずつ変えていかないといけない気がし

全国で通じることになる様になってほしいものです。
この研修を受け、日々の業務に活力が生まれますよう

ます。
当たり前の事が当たり前でなくなっていきつつあり、

期待し報告とします。

1990年代から四半世紀経った今では、非正規で働く人
の増加、男性が非正規で働く割合の増加、未婚人口の増
加、働き手の高齢化など、今まで当たり前に結婚して
当たり前に子育てして、定年して老後を楽しむなんて
事が難しくなる社会に変わりつつある状況だとわかりま
した。
今からの不動産業界もこれらを踏まえ、新しい環境に
なじむ新しい仕組みを模索検討しなければいけないと思

平成27年度
第２回山口県不動産研修会
平成28年２月８日㈪
13：30〜16：50
山口県セミナーパーク｢講堂｣

研修次第

司 会 法務委員
藤井 修二

倫理綱領唱和
主催者挨拶
会長 五郎丸 孝士
研
修
第１講 13:40〜14:10
演題 『人権に関する取組の考え方』
講師
山口県環境生活部人権対策室
調整監 安冨 幸盛 氏
第２講 14:10〜15:10
演題 『倫理について－変わりゆく家族と社会のなかで－』
講師
山口大学経済学部
教授 鍋山 祥子 氏
－

休

憩 （10分）

第１講

安冨

幸盛

氏

第２講

鍋山

祥子

氏

第３講

峯野

雅史

氏

第４講

高橋尚二郎

氏

－

第３講 15:20〜16:20
演題 『西日本レインズ運用規程について』
講師
公益社団法人西日本不動産流通機構
事務局 峯野 雅史 氏
第４講 16:20〜16:50
演題 『山口県専用－低額保険料率新商品について』
講師
株式会社 クレデンス 取締役 高橋 尚二郎 氏

（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
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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①「従業員のＳＮＳ使用対策」
ここ数年、従業員のツイッター、フェースブック、ブログ等のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）使
用によるトラブルが相次いで発生しています。その内容は報道のとおりですが、同種事案が発生した場合の会社が受ける
ダメージは非常に大きいため、リスクマネジメント上、何らかの対策をとる必要がありますので説明します。
【就業上の守秘義務、忠実義務の周知・徹底】
従業員には労働契約に付随して勤務時間中は当然のこと、勤務時間外、退職後までも会社の内部情報を漏えいしない守
秘義務、会社に不当な損害を与えない、会社の名誉・信用を棄損しない忠実義務、信義則があることを雇用契約書・就業
規則・業務マニュアル等に記載し、採用時、朝礼・会議・研修等で定期的にＳＮＳの使用も含めて周知・徹底させること
がまず重要です。もし、これらに違反した場合には、懲戒処分、損害賠償の請求も含めて会社は厳しい姿勢で臨むことを
知らせておくことは違反抑制の効果もあります。
【勤務時間中の私用携帯電話・スマホ使用の全面禁止】
勤務時間中は当然職務に専念する義務があります。本来、勤務時間中に私用でツイッター、フェースブックを利用する
ことは職務に専念していないことです。そこで、勤務時間中の私用での携帯電話・スマホを使用禁止とすることも対策の
一つです。出勤時に携帯電話・スマホを会社で預かることまでやれば充分でしょう。
【従業員の管理・監視体制の強化】
一連のＳＮＳ使用による事件はほとんどの場合、管理者が不在の時間帯に行われています。そこで、コストはかかりま
すが、管理者不在の時間帯を極力減らす、監視カメラを設置する等も対策の一つです。その他、ＳＮＳ利用の有無を従業
員から聴取し、ネット上の書き込みについて、定期的・継続的にチェックし、不適切な表現があった場合は、書き込み削
除を要請することも対策として考えられます。
いずれの対策においても、会社として従業員の私用ＳＮＳ使用に対する方針を明確にすることが最優先で、また、この
方針は正社員だけでなく、パート、アルバイト等含めて全ての従業員に徹底・周知することが重要です。

特集②「刑事事件を起こした従業員の解雇処分」
従業員が刑事事件を起こした場合、ほとんどの会社ではその従業員を解雇処分することを検討することと思いますが、
刑事事件を理由とした解雇については、これまでたびたび解雇の正当性、解雇権の濫用を論点に裁判で争われています。
○深夜酩酊して他人の家に入り込み住居侵入罪として罰金刑に処せられた、○路上に放置された自転車を横領した等を
理由に解雇された事案等は、いずれも私生活上の範囲内での事件であること、刑が軽かったこと、従業員の職務上の地位
が低かったこと、会社への損害がなかったこと、新聞にも報道されなかったことを理由に解雇が無効とされています。
逆に解雇が有効とされたものは、○凶器準備集合罪、公務執行妨害罪により懲役10カ月、執行猶予２年の有罪判決を受
けた、○模造刀を携帯して他人の住居に侵入し住居侵入、傷害などで罰金10万円の略式命令を受けた、その他強姦罪など
性犯罪については多くが解雇有効となっています。
⇒ 解雇が正当か不当かは、事件の業務への影響、会社の信用・経済損失の程度、従業員の地位、会社の規模、社会的反
響の程度、凶悪性の程度等を総合的に判断されます。私生活の範囲内で、かつ、事件が軽微な場合は解雇処分は慎重
に行うことが求められます。
☞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■

－ワタミ過労自殺訴訟の和解成立－

平成28年度の協会けんぽの健康保険料率が山口県では
従来の10.10％より10.13％に変更されます。本年３月分
（４月納付分）からの適用となります。40～64歳までの
方は、これに全国一律の介護保険料率（1.58％）が加わ
ります。健康保険料は、全国平均では10.00％ですが、山
口では高齢化による医療費負担が大きく、健康保険料率
は全国平均を大きく上回っています。

居酒屋「和民」を運営するワタミ子会社で働いていた労
働者が過労自殺し、遺族が会社に損害賠償を求めて東京地
裁に起こした訴訟は、ワタミ側が１億3,365万円を支払い、
謝罪することで和解が成立した。
亡くなった労働者は連日、深夜・未明にまで及ぶ長時間
労働を強いられ、休日も、研修や渡辺氏の著書のレポート
作成などに追われた。そして入社から２月後、マンション
から飛び降りた。この裁判では、遺族が自殺の原因は会社
側が安全配慮義務を怠ったためだとして、約１億5,300万円
の損害賠償を求めていた。一方、ワタミ側は、安全配慮義
務違反はなかったとして請求棄却を求めていた。
和解内容は、労働者の死亡の原因が同社の業務にあるこ
とを認め、１億3,365万円の損害賠償を支払い、さらに、同
社ホームページに１年間、和解条項の内容を掲載すること
や、一部の社員に未払いの賃金を支払うことなども盛り込
まれた。また、裁判所には元社長の渡辺氏と現社長の清水
氏が出廷し、遺族に対して謝罪した。

■来年も今年以上の売り手市場に■
リクルートホールディングスは17日、2017年春に入社
する大学生・大学院生の採用見通しを発表した。16年春
入社よりも採用数を「増やす」と答えた企業は、13.4％
に上る一方、「減らす」としたのは4.2％にとどまった。
６年連続で「増やす」の割合が「減らす」を上回り、来
年も今年以上の「売り手市場」となりそうだ。採用数が
「変わらない」は48.1％だった。会社の規模別では大手
企業ほど「増やす」の割合が高かった。人手不足が深刻
な業種が目立った。
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山口県住宅課からのお知らせ
障害者差別解消法について

（正式名称：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

障害者差別解消法が平成28年４月１日から施行となりました。
国土交通省が所管する事業については、平成27年11月に対応指針が作成され、差別を解消するための措置や具合的
な対応例について示されています。

▼差別を解消するための措置
●不当な差別的取扱いの禁止

●合理的配慮の提供

障害者に対して、正当な理由※なく、障害を理由とし
て、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場
所・時間帯などを制限するなどによる、障害者の権利
利益の侵害を禁止
※客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に
照らしてやむを得ないといえる場合

事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で障害
者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の
表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であ
り、実施に伴う負担が過重でないもの

〕

⇒

⇒

〔

一律に法的義務

事業者は努力義務

【不動産業関係の具体例】

▼具体的な対応
●差別的取扱いの具体例

●合理的配慮の提供の具体例

・物件一覧表に「障害者不可」と記載する。
・物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を
行う。
・宅建業者が、障害者に対して、「当社は障害者向け
物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前
払いする。
・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に
対して、障害（身体障害、知的障害、精神障害（発
達障害及び高次脳機能障害を含む。）その他の心身
の機能の障害（難病に起因する障害を含む。））が
あることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への
交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
・宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れ
がある」等の懸念を理由に、仲介を断る。
・宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対し
て、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、
仲介を断る。

①積極的に提供を行うべきと考えられる事例
・障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの
道のりを一緒に歩いて確認したり、１軒ずつ中の様
子を手を添えて丁寧に案内する。
・障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字
（手のひらに指で文字を書いて伝える方法）、筆談
を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に
合わせた方法での会話を行う。
・種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、
文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいよ
うに手を添える
②提供することが望ましいと考えられる事例
・物件案内の際、肢体不自由で移動が困難な障害者に
対し、事務所と物件の間を車で送迎する。
・物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデー
タで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大
きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける
等、必要な調整を行う。

※記載している具体例は一部です。詳しくは国土交通省のWebサイトでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html

▼実効性の確保
●主務大臣による民間事業者へ対する報告徴収、助言・指導、勧告
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宅地建物取引業者への一斉立入調査について
例年、11月に全国一斉の宅地建物取引業者への立入調

違反が未だにあります。トラブル防止の観点からも、引き
続き関係法令を含めた法の順守の徹底をお願いします。

査を実施しています。

≪対象業者≫

本県においても、昨年11月９日から12月４日までの
間に延べ18人の調査員が26箇所（24事務所、２案内

○新規免許業者（免許を受けて３年目）

所）について立入調査を行いました。

○監督処分、行政指導を受けている業者

宅建協会の会員については、今年度は、違反はありま

○苦情紛争相談が寄せられた業者

せんでしたが、全体としては、基礎的な知識不足による

○50条２項の届出があった案内所

≪実施状況≫

※カッコ書きは、宅建協会会員で、うち数

調査実施箇所

左のうち違反業者数

新規免許

その他

案内所

計

新規免許

その他

案内所

計

17（６）

７（５）

２（２）

26（13）

３（０）

０（０）

０（０）

３（０）

≪違反の内訳≫

〔

・従業者証明書の不携帯・・・・・・１件

・媒介契約書面の一部不備・・・・・２件

・従業者名簿の備付け義務違反・・・２件

・重要事項説明書の一部不備・・・・２件

・帳簿の備付け義務違反・・・・・・１件

・37条書面の一部不備・・・・・・・２件

・本人確認義務違反・・・・・・・・１件

平成28年度宅地建物取引士

〕

法定講習会のご案内

平成28年度の宅地建物取引士証発行に伴う講習会（法定講習会）の開催を、下記のとおり予定しています。
受講対象者の方々には宅建協会本部事務局より、講習会案内書及び取引士証交付申請書等、受講の申込みに必要な書
類一式をご自宅に郵送致しますので、受付期間内に受講申込の手続きをしてください。

法定講習会の日程
開 催 日

会

場

受講対象者（有効期限）

第１回

平成28年 ４ 月12日㈫

平成28年６月14日から
平成28年８月８日まで

第２回

平成28年 ６ 月14日㈫

平成28年８月９日から
平成28年10月10日まで

第３回

平成28年 ８ 月 ９ 日㈫

第４回

平成28年10月11日㈫

第５回

平成28年12月13日㈫

平成29年２月14日から
平成29年４月10日まで

第６回

平成29年２月14日㈫

平成29年４月11日から
平成29年６月12日まで

山口市小郡黄金町５－16
山口県不動産会館 ３Ｆ研修ホール

平成28年10月11日から
平成28年12月12日まで
平成28年12月13日から
平成29年２月13日まで

※上記講習会の受講対象者の方で、専任取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず受講してください。
※受講されない場合、取引士証の有効期限が切れてしまうため、取引士としての業務に携わることが出来なくなります。
《取引士証を所持している皆様へ》
登録内容に変更が生じたら・・・
「宅建業法第18条第１項の登録を受けている者は、登録を受けている事項（氏名、住所、本籍、勤務先）に変更があっ
たときは、延滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」【宅建業法第20条】
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（様式第７号）を、山口県庁住宅課民間住宅支援班へ提出してください。
住所、氏名の変更届出がされていない場合、法定講習会の案内書が届かない場合がありますのでご注意ください。
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下
関

shimonoseki

平成28年新年会開催
総務委員長

西山菊市

（一社）山口県宅建協会下関支部の新年会を１月９日

続いて新入会員の紹介に移り、㈱トラストコミュ

㈯に開催致しました。多くの会員さんに気軽に参加

ニティ

いただきたいという思いから、今年も下関駅からす

ゆめタウン長府店

ぐのシーモールパレス「エメラルドの間」で開催い

んにご紹介をしました。

たしました。

北村大造さんにご登壇頂き皆さ

山口県行政書士会 副会長 松本貴志 様に乾杯の音

ご来賓に内閣総理大臣 安倍晋三様代理 秘書 阿立

頭をお願いし、和気あいあいの歓談タイムの後、ビ

豊彦様、参議院議員 林芳正様代理 事務所長 中林修二

ンゴゲーム大会が始まりました。司会の総務委員吉

様、国土交通大臣政務官 江島潔様代理 秘書 森田繁雄

岡さんが数字を読み上げるたびに歓声が沸き、５つ

様、山口県議会議員 塩満久雄様、下関市副市長 本間

の数字が並んだ方が次々と賞品を手にされていまし

俊男様をはじめ16名の方にご出席頂きました。

た。

今回は新たに会員外ですが住宅メーカーにもご案

楽しい時間がすぎ、山口県定期借地借家権推進機

内し、大和ハウス工業さん、大和リビングさん、積

構

水ハウスさんより５名の方にご参加頂きました。

いし、あっという間に閉会となりました。

理事長

増井聰彦 様に万歳三唱のご発声をお願

林眞一郎支部長の挨拶、植野善男理事による今年

今年はビンゴケーム大会の景品を会員さんよりご

のスローガン『積小為大』（小さな努力の積み重ね

提供いただきました。お陰様で新年会が盛況でし

が、やがて大きな収穫や発展に結びつく）の発表、

た。ご協力頂いた会員の方々にこの場をお借りして

㈱宮﨑産商

御礼申し上げます。有難うございました。

宮﨑美笑子さんに新年の集いらしい祝

吟「宝船」を吟じて頂きました。
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山縣雅伸さんと㈱原弘産アパマンショップ

支 部 だ よ り

“ご来賓の方々にご祝辞をいただきました”

和気あいあいの
歓談タイム

“ビンゴ１番乗り”
支部長賞です

副支部長賞のお二人

箱の中身は・
・
・
？
開けてからのおたのしみ♪♪
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下
関

shimonoseki

平成27年度下関支部特別研修会開催について
業務委員長

大田耕一郎

下関支部特別研修を平成28年１月28日 下関リサイクルプラザにおいて開催いたしました。本協会が中古住
宅流通活性化策に対し、最重点事業と位置付ける「ハトマークＲ住宅」制度をより一層会員の方々に普及でき
るよう、五郎丸会長・塩田業務委員長に講師としてお越しいただきました。

第１講 「中古住宅流通活性化策とハトマークＲ住宅」

講師 五郎丸孝士会長

①国の政策である中古住宅を取得した場合の減税制度「住宅ローン減
税・不動産取得税の特例・登録免許税の軽減」など、以前はその
築後年数のみの要件だったものが、現在はインスペクションや瑕
疵保険、耐震基準適合証明などの要件を満たすことによって、減税
（住まい給付金）制度を利用することが可能になっています。
②今後、インスペクション等に関する事項が重要事項説明に位置づ
けられると共に、宅建業法にも追加される見込みです。
③我々は専門家として前述の優遇制度等を理解することは勿論、購
入者には、その情報を提供し説明する義務があり、「知らなかっ
た」や「説明していなかった」では済まされない時代です。
④其々会員が「ハトマークＲ住宅」制度を積極的に利用することによって、会員の知識の向上、説明義務違反
の防止、更には優遇制度適合物件の増加へつながります。

第２講 「ハトマークＲ住宅の実例と登録方法」

講師 塩田博志業務委員長

①現在のところ、本協会は中古住宅売買においてインスペクションの
依頼先を下記の通り推奨しています。強制するものではありません
が、検査内容、瑕疵保険料等から判断しています。
・個人間売買（＝仲介） 日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合
・業者再販（＝売主） 日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）
②「ハトマークＲ住宅」の登録方法や「マッチングリスト」の作成
方法、「らくらく契約書」の利用方法など、ハトマークサイト山
口の活用方法をいろいろご教示いただきました。
③土砂災害特別警戒区域の指定の重要性の説明もありました。

「研修が終わって」
今後、中古住宅を取り扱うに当たって「ハトマークＲ住宅」制度は入
口だと考えました。個別適合条件を確認することにより、その物件が減
税（住まい給付金）制度に適合しているのか、またどうすれば適合する
のかと品質の確認をすることもできます。それにより、消費者への安
心・安全な商品提供が確保でき、国の政策や時代のニーズに合った業務
へつながるものと確信しました。
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支 部 だ よ り

柳
井

yanai

ハトマーク空き家無料相談会
平成27年11月23日に「ハトマーク空き家無料相談

相談に来られた方は具体的な問題や質問をされ相談者の

会」を田布施町商工会館（サリジェ）で開催し11名の

方は的確な指導や助言をしました。ご来場された方から

方が来場されました。

「相談しやすかった」とのお声を頂き、とても有意義な

第１部では田布施の田中税理士より「空き家と相続の

相談会になったと思います。日本の空き家は増加の一途

対策について」講演をしていただきました。第２部で

です。空き家対策に向け会員の皆様のご協力をお願いし

は、司法書士、土地家屋調査士、ハトマークＲ住宅推進

ます。

協議会、宅建取引士の方々と個別に相談を受けました。

平成27年度第２回支部研修会
平成28年２月１日㈪午後１時30分より中国電力㈱柳

の会員間情報交換システム利用方法と物件登録方法に

井発電所ふれあいホールにおいて平成27年度第２回支

ついて」民法改正及び土砂災害特別警戒区域の指定に伴

部研修会が開催されました。当日は25名の方が出席さ

いハトマークサイト山口システムを使っての重要事項説

れました。

明書の作成時の注意点など詳しく説明していただきまし

第１講は、五郎丸会長より、「人口減少時代における

た。ハトマークサイト山口はとても便利なシステムと

不動産業のあり方並びに中古住宅流通活性化策につい

なっていますのでより多くの会員の方にご利用いただき

て」ご講演頂きました。租税特別措置法が受けられる住

たいと思います。

宅についての詳しい説明や、業者としての購入者への注

第２講では、西京銀行

営業統括部

営業企画グルー

意事項など、実務に大変役立つ内容の講義で受講者の皆

プ調査役

さんは興味深く熱心に聞き入っておられました。

行様に「住宅ローンのご紹介と取組み状況について」ご

続きまして塩田業務委員長に「ハトマークサイト山口

片山泰久様と岩国ローンセンター長

神崎宣

説明頂きました。
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宇
部

ube

ハトマーク空き家無料相談会
に参加して
業務委員長

浅川幸則

良い不動産の日（11月23日）
、県下８支部に於いて一斉
に県本部主催の「空き家無料相談会」を開催いたしまし
た。宇部支部は開催前から準備に追われ、担当の方々には
ずいぶん忙しい目にあわせました。準備段階から開催日ま
でご協力をいただき、大変ありがとうございました。
当日の参加者は、事前申し込みなしでの開催のため、
宇部支部では本部のチラシのポスティングとは別に、地
方紙「宇部日報」に掲載を行い、紹介の記事も別枠で載
せ、人気店の「食パン」のプレゼントも用意して開催日
を迎えました。当日は他団体の大きいイベントと重なり
駐車場がパンク状態になり、大変心配してのスタートと
なりました。結果、セミナーの参加者39名で会場はほ
ぼ満員となり、講師の先生も話し上手な方で会場は盛り
上がりました。
セミナー後の相談会は宇部市からも参加をいただき、
相談窓口は６カ所設け、16組の方々のご相談をお受け

年末研修会
平成27年12月8日㈫に国際ホテル宇部にて、支部
の親睦事業であります「年末研修会」が開催されま
した。出席者は36名で、土岐山副支部長が司会を
されました。松村支部長の挨拶の後、久保田宇部市
長、二木県議会議員、宇部日報社脇様のご祝辞をい
ただき、友弘県本部前事務局長の乾杯のご発声で懇
親会をスタートしました。じゃんけん大会で盛り上
がり、恒例となりました「福引き」では参加者全員
に「福」をお持ち帰りいただき、皆様歓談を楽しま
れました。
次回もより多くの参加をいただけますよう役員一
同企画に頭をひねりたいと思います。皆様のご参加
をお待ちしております。
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しました。相談の内容で一番多かったのは、やはり今年
の５月26日から完全施行された「空き家対策特別措置
法」がどういった内容か理解されてなくて、テレビなど
で取り上げられてもイマイチ実感がなく心配だという人
が多かったようです。
今回の「ハトマーク空き家無料相談会」は協会が初
めて行った事業でしたが、今後「社会貢献事業」のひ
とつとして継続して行うことが大事と思われます。宇
部支部にはすでに相談窓口は出来あがり、協力会員39
社によって稼働を始めております。会員皆様のご協力
をお願い申し上げます。

支 部 だ よ り

第３回寺子屋「たっけん」
第３回寺子屋「たっけん」を１月27日㈬に支部事務局にて開催しました。今回は座長に村田理事と荒瀧理事をお
願いし、重要事項説明書の各アイテムについてと物件状況確認書についてということで皆さんで勉強しました。議題
についてもそうですが、いろいろな細かい質問や過去の事例についても話があり、とても有意義な勉強会になったよ
うな気がします。次回も皆さんのご参加をお待ちしております。

マラソン同好会
12月６日㈰に行われた萩城下町マラソンに石本住
販の石本さんが参加されました。今回もハトマークを
背負われての力走、
お疲れ様でした。
自己記録更新かな
（*^_^*） 次回のく
すのきカントリーマ
ラソンでもがんばっ
てくださいね。

新入会員のご紹介
合同会社 ライフクエスト
代表者

児玉

宏史

〒755-0154 宇部市今村南３丁目２番８号
TEL：0836-39-8886
FAX：0836-39-8842

この度、山口県宅建協会宇部支部に新規入会させていただきました、合同会社ライフクエストの
児玉と申します。
不動産賃貸・売買・管理・リフォームを通じて地域の発展に貢献していけるような企業を目指
し、起業ならびに当会の皆様のお仲間に加えていただきました。
まだまだ未熟な若輩者ですので、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりよろしくお願い申
し上げます。

会

員

の

動

き

○入会者（正会員）
同
１．児玉 宏史 ライフクエスト
新規入会
２．小林 克三 ㈱ＳＥＳ
〃
○入会者（専任取引士会員）
１．國光 幸子 ㈲ふじ企画
２．笠井 一生 ㈱ＳＥＳ

専任取引士変更
新規入会

○退会者（正会員）
１．岡村 元昭 ㈲山口不動産ネットワーク
廃 業
○退会者（専任取引士会員）
１．岡田 匡生 ㈲ふじ企画

専任取引士変更

免許更新のお知らせ
業 者 名
床波木材㈲
㈲アフィット
流川企業㈱
日興石油㈱
㈲市村建設
㈱エステート企画
高西開発
㈱国際ホーム
㈱ザイマ
新光産業㈱
長沢建設㈱
日立建設㈱

免許年月日
Ｈ28．5．9
Ｈ28．5．11
Ｈ28．6．12
Ｈ28．7．1
Ｈ28．7．7
Ｈ28．7．19
Ｈ28．7．26
Ｈ28．7．31
Ｈ28．8．17
Ｈ28．8．19
Ｈ28．8．19
Ｈ28．8．27

書類提出期限
Ｈ28．4．9
Ｈ28．4．11
Ｈ28．5．12
Ｈ28．6．1
Ｈ28．6．7
Ｈ28．6．19
Ｈ28．6．26
Ｈ28．6．30
Ｈ28．7．17
Ｈ28．7．19
Ｈ28．7．19
Ｈ28．7．27

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）
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山
口

yamaguchi

山口支部研修会
法務委員会

委員長

平連嗣騎

去る平成28年１月15日㈮山口市湯田温泉のセントコ

休憩を挟み、引き続き、塩田業務委員長による更に具

ア山口におきまして山口支部研修会が会員58名の多数

体的な「Ｒ住宅」への取り組み方法をもご説明いただき

のご出席を頂き開催されました。

ました。２時間にわたる研修会でしたが、変化し続ける

まず、出席者全員で「倫理綱領」を唱和し、西村支部

環境の中、確実にそれに対応し続けなくてはならないと

長のご挨拶の後、（一社）山口県宅地建物取引業協会

いう意識づけができ、尚且つそれの具体的な方法をご教

五郎丸会長にご講演頂きました。演題は「人口減少にお

授頂き、山口支部会員に対して非常に有意義な研修会で

ける不動産業のあり方並びに中古住宅流通活性化策に関し

ありました。

て」。協会を取り巻く不動産業界の現状、諸外国のそれと

ご多忙の中、山口支部のためにご講演いただきまし

も比較して非常に分かり易くご説明頂き、その上で改めて

た、五郎丸会長並びに塩田業務委員長に心より御礼申し

「Ｒ住宅」重要性、そして今後、我々が留意すべきポイ

上げます。

ント、協会会員として、どのように意識し対応すべきで
あるかを非常に分かり易くお示しいただきました。
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支 部 だ よ り

地方移住を考える②

「地域課題解決ネットワーク」スタート
山口支部長

西村俊爾

昨年末、12月27日付の朝日新聞に衝撃的な記事が

因としては県による積極的な県外相談会の開催や子

掲載されました。安倍内閣が最重要政策のひとつに

育て環境の良さのＰＲ、移住に関する専任相談員や

掲げる「地方創生」に向け、42都道府県の「地方人

お試し住宅の設置など、これまで各自治体が取りく

口ビジョン」をまとめた報告です。東京を除く41道

んで来ては失敗した「企業誘致」「観光誘致」「特

府県が独自推計した2060年時点の人口で、人口減対

産品開発」ではなく、新たな取りくみを地道に進め

策を施しても増加が見込めるのは沖縄だけ、あとは

て来た効果と思われます。又、１月10日にオープン

2010年比で５～44％の人口減を予測しています。

した「鳥取市移住・交流情報ガーデン」では、住居

この中で山口県は2010年の国勢調査による人口は

や移住の相談に専門のコンシェルジュを配置して平

145万人。これが対策なしで過ぎると、なんと2060

成31年までに2,000人の移住を目指します。又、島

年には81万人と半分近くまで落ち込みます。「地方

根県も、島根県中山間地域研究所の藤山浩さんの今

創生の正体」の共著者である東京大学の金井利之教

年６月に出版された「田園回帰１％戦略」が話題と

授（自治体行政学）は、自治体が参考にしている国

なっています。急激な人口減少に歯止めをかける為

の長期ビジョンの出生率向上も達成時期も根拠のな

に私達はどう考えるのか、この本は独自の方法を示

い願望でしかない。真に人口減少対策を考えるなら

されています。長年島根県で過疎と向きあって来ら

深刻な大都市の出生率を改善する必要もあるのに、

れた藤山さんは“こんな田舎どうしようもない”と地元

国にはその姿勢が見えないと批判されています。一

の人が思っている地域に移住者は来ない。まずは住

方、地方消滅の危機感から中国５県の日本政策金融

民自らが意識改革を始めることが重要であり、地方

公庫、宅建協会、事業承継機関は空き家や空き店舗

再生とはただ人口を増やせばいいと考えないこと。

を起業や事業承継に生かす支援組織を発足させまし

人口とは生きているひとりひとりの人生の数である

た。移住後の起業を考える人などに融資から住居や

と書かれています。

オフィス探しなど分野を超えて連携し、支援する。

日本のこの50年間は過疎と過密の50年であり、そ

これにより人口減に始まる地域衰退を抑え、活性化

の結果として地方の中山間地域は人口減にあえいで

につなげたいという考えです。新組織の名称は「地

いる。一方、一気に同世代が入居した都市部の団地

域課題解決ネットワーク」で、中国５県にある日本

は今、一斉に高齢化しています。どちらも長続きし

公庫の各支店、宅建協会、事業支援センターなどで

ない地域社会になっているのです。この本に書かれ

構成されます。ネットワークでは人口減に始まる空

ている１％回帰は毎年１％ずつの定住を増やすとい

き家の増加や事業閉鎖などを「地域課題」と定義

うことです。総務省の調査では中国５県の空き家率

し、融資や空き家情報などそれぞれが持つ情報を共

は５県とも全国平均を上回っており、その中でも山

有することで、移住起業を希望する人は仕事場や住

口県はワースト１となっています。宅建協会々員の

居のあっせん、融資などのサービスをワンストップ

私達ひとりひとりも真剣にこの問題に取りくむ時が

で受けられるこのネットワークはすでに広島県、鳥

来たと思われます。

取県ではスタートしており、他の３県でも同様の
ネットワークを築く予定となっています。
さて鳥取県は2015年上半期の移住者数が前年同比
67.4％増の909人と過去最高となり、又、移住世帯
が631世帯とこちらも過去最高となりました。この原
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山
口

yamaguchi

くじゅうの樹氷と中岳
山登りを始めて15年目に突入。今年最初の山登り
に行ってきました。
１月９日㈯の23：00に自宅を出発して、４：10
に九重牧ノ戸駐車場に到着するも、すでに10数台の
車が止まっていた。
朝駆けをする先行者のキャップランプで姿を確認
するが、辺りはガスの発生で視界も悪く夜明けの朝
日も見れないだろうと…朝駆けを断念し、７時まで
車中で、仮眠を取った。
8 時前に目が覚め登山準備をして本日のルートを
決めて出発。第一展望台の温度計を確認するとマイ
ナス８度を示していた。寒いはずだ!!
沓掛山から登山道をみるとガスの中に見事な樹氷
を見ることができたので今日は期待できると胸が
躍ってきた。
アイゼンも持ってきたが今日の登山道では必要ない
と判断し、ザックからは出さなかった。樹氷の写真
を撮りながら登っていると「こんにちは～」と心地よ
い挨拶が聞こえてきた。連休の中日とあって登山者も
多く樹氷の中に鮮やかなコントラストが映えていた。
正面に久住山が見えてきた時には、 ガスも流れ青空
が見えてきた。素晴らしい景色に思わず立ち止まって
シャッターを押し続けた。
久住避難小屋に到着したときには温度も上がり汗
がでるので衣服の調整をする。ここから天狗ヶ城経
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シノ不動産㈱

篠原忠明

由で中岳を目指しますが、風が強く体を持って行か
れそうなので、 御池経由で中岳を目指します。
中岳山頂直下の岩場は雪が凍っていて危ない場面
もありましたが何とか山頂に立てました。 山頂か
らは360度パノラマで祖母山、眼下に阿蘇山や由布
岳もみえて素晴らしい絶景を楽しむことができまし
た。下山は御池に張った氷の上でアイススケートを
体験して横断しました。ちょっと童心に返った気分
でした。
避難小屋まで下りて来て改めて多くの登山者に
ビックリしました。登山口には無事 16：20 到着で
実に８時間も、くじゅうを堪能していました。やっ
ぱり「お山」はいいもんだ!!
下山後は、いつもの法華院温泉の「花山酔」で疲
れを癒します。

中岳山頂より

支 部 だ よ り

2/か2ら0

■住居表示区域
ゆめタウン●

大内地域の一部が
住居表示になりました

● 新鮮市場
← 山口市街

中村橋 ●

問田川

大内問田
四丁目

大内問田
二丁目

と い だ

2 月 20 日（ 土 ）か ら、 大 内 地 域 の 問 田・

しょうきょうと

ウエスタ まるき●
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ひめやまだい

● 大内光輪保育園

大内問田
一丁目

小 京都・姫山台を中心とした区域が住居表

大内問田
三丁目

示になりました。
【概要】
対象区域は、
大内御堀の一部です。
（右
図のとおり）

中国縦貫自動車道

大内問田
五丁目

大内小京都

大内姫山台

※区域の境が分かる図面は、山口市生活安

●姫山
ゴルフセンター

全課、大内地域交流センターの他、ウェ
ブサイトで確認できます。

（問い合わせ）山口市生活安全課 TEL083-934-2986

会

員

動

き

◎住 所 変 更
・ニューハウス（住居表示）
（新）〒753-0241 山口市大内問田三丁目27番16号

◎組 織 変 更
（新）㈱Ant-hill
（旧）ま ま の 家
（新）山口県知事⑴第3515号
〒753-0212 山口市下小鯖2842-2
TEL：083-976-4208
FAX：083-976-4209

・積水ハウス㈱山口支店（賛助会員）
（新）〒754-0002 山口市小郡下郷2227番地４
TEL：083-976-1111
FAX：083-976-0020

◎代表者変更（専任取引士）
・田村建材㈱山口平川支店
（新）大塚
亮
（旧）佐々木亮二
◎退
会
・フィールドトラストコーポレーション
代表者・専任取引士 野原
・センターホーム 代表者・専任取引士 金子

の

覚
昭夫
（亡）

免許更新のお知らせ
商

号

㈲
ナ
プ
協 栄 不 動
山 陽 土 地
㈲ ナ ワ タ 不 動
㈲ 部 坂 住
㈱ 小 郡 不 動
㈱ ケ イ テ ッ

ラ
産
㈱

産
建
産
ク
山口中央農業協同組合

免許有効期限
H28．5．11
H28．5．12
H28．5．12
H28．6．6
H28．6．15
H28．6．18
H28．6．20
H28．7．8

商
号
吉 南 商 事 ㈲
シマダステッド㈱
㈱ 防 長 宅 建
成 泰 不 動 産 ㈱
磯 部 工 業 ㈱
㈱ ス ペ ー ス
㈱
き
ら
ら
㈲ ト モ 企 画

免許有効期限
H28．7．10
H28．7．18
H28．7．21
H28．7．21
H28．7．28
H28．8．1
H28．8．2
H28．8．7

☆ 免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課へ提出下さい。
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防
府

hohu

新年交流会開催
総務委員

古河和子

平成28年１月19日㈫雪がちらつく寒い中、「いちは

防府不動産情報サービスの上田清子さんの新年にふさ

な」３階において防府支部の親睦行事であります「新年

わしいあでやかな舞踊も見せていただき、大変盛り上が

交流会」が40名の参加で開催されました。

りました。

砂原副支部長の進行により、宇多村理事の開会の辞、
支部長挨拶、来賓の商工会議所副会頭

尾中

勝様のご

だき、初めての顔ぶれが多い新年交流会となり、しっか
りと交流ができたように思います。

祝辞をいただきました。
清起副支部長の乾杯の後、新入会員のご紹介、そし

後半は企画研修委員会のメンバーが余興の中のゲーム

て、防府支部会員でもある市議会議員（３名）の方のご

や抽選会の企画を練り、司会・進行を担当し、今年も新

挨拶をいただきました。

年交流会が大いに盛り上がりました。

参加者40名で賑やかな会となりました。

茜屋出雲流、直門名取出雲松帆月
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今年は、新入会員の方や従業者の方々も参加していた

上田さんの舞

商工会議所副会頭

尾中

勝様より祝辞を頂きました。

抽選会では、日商友希の清起さんが１等賞をＧＥＴ！

支 部 だ よ り

不動産研修会
広報委員

宇多村智憲

国交省が推し進める「中古住宅流通活性化」並びに、
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」の研修会を行い、県本部より五郎丸会長に講
師として講義いただきました。
また、「会員間情報交換システム利用方法と物件登録
方法」についての実務的な研修会も併せて行い、県本
部の塩田業務委員長より講義がありました。参加人数は
26名でした。
支部として今後も引続き「ハトマークＲ住宅」につい
て、そのシステム関連の実務的な操作方法などの相談に
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28年２月18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
３．講師並びに研修科目
第１講「中古住宅流通活性化策と
ハトマークＲ住宅について」
講師：県本部 会
長 五郎丸 孝士 様
第２講「会員間情報交換システム利用方法と
物件登録方法について」
講師：県本部 業務委員長 塩 田 博 志 様

新入会員のご紹介
株式会社スモット不動産
代表取締役

吾郷

〒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
山口県知事(1)3511

康晴

この度、山口県宅建協会防府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。
株式会社スモット不動産の吾郷 康晴と申します。
弊社は、売買を中心に、たとえ小さな一歩でもより確実に前へ進んでいけることをモットーとし
て、お客様に安心と信頼をお届けできるようにと考えております。
会員の皆様には、ご指導を仰ぐことが多々あると存じますが、何卒宜しくお願い致します。

会
◎退会者
・㈱羽嶋松翠園
・㈲中司不動産開発

員

羽嶋
羽嶋

秀一
早

（正会員）
（専任取引士）

中司

末夫

（専任取引士）

の

動

き

◎所在地変更
・山口ムラタ地所
（旧）747-0806
（新）747-0035

防府市石が口一丁目２-29
防府市栄町一丁目９-２
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周
南

shunan

平成27年度第１回周南支部研修会
法務委員長

藤井修二
第２講

開催日

平成27年12月４日㈮

場

周南地域地場産業振興センター

所

出席者

講

『ハトマークＲ住宅について』
師

（一社）山口県宅地建物取引業協会
会長

49名

五郎丸

孝士

様をお迎えして

ハトマークＲ住宅の研修会は周南支部では３回目と
第１講
講

『人権問題について』
師

なり、このたび新たに作成された「住まいの活用ガイ

山口県環境生活部人権対策室
調整監

安冨幸盛

様をお迎えして

ド（中古住宅購入）」による説明がありました。
特に我々仲介業者は消費者が求める情報の非対称の

宅地建物取引業における人権に関する取組みの基

解消を図ると共に、消費者への安心、安全な商品提供

本方針や取組みの指針を掲げ、日々の宅地建物取引

を目的として、ハトマークＲ住宅Ａ（シングルＡ）を

業に際し、人権を尊重し、人権を侵害することの無

得るための適合前提条件、個別適合条件について、重

いように努めているところです。しかしながら一部

点的にかつ丁寧に分かりやすく説明を頂きました。

において極めて不適切な事象が繰り返し発覚されて
いる原状の報告がありました。

具体的なパソコンの操作方法については、業務委
員長

塩田博志様より平成28年１月５日から西日

企業活動をする為の守るべき７つの原則や企業の

本レインズの「ステータス管理」機能を導入される

人権に関する８つの課題を常日ごろから確実に取り

旨の説明があり売買物件の「専属専任媒介契約」ま

組むよう説明を受けました。

たは「専任媒介契約」の締結に対して物件情報項目

改めて人権を尊重しながら業務を行うことが求め
られているところです。

「取引状況」が追加されること、ハトマークＲ住宅
の登録や各種機能の操作方法の、説明を受けたとこ
ろです。
又らくらく契約書（売買版）に関しても大変便利
になっていますので、大いに活用されるよう案内が
ありました。
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支 部 だ よ り

支部忘年会
総務委員長

吉木葉子

平成27年度の宅建協会周南支部の忘年会が、12月９
日㈬旧徳山のザ・グラマシーにて開催されました。
今年の参加者は93名様で、楽しくもあり、賑やかな
時間を過ごすことができました。
池田社長より、周南支部長としてのご挨拶の後、寺岡社
長の軽妙な進行により、山口県会議員 藤井律子様のお祝
辞を頂くなど、ご来賓として労働金庫から４名、JA周南か
ら４名のご参加を賜り、森繁社長の乾杯の音頭の後、和気
藹々と歓談をしながら新入会員が紹介されました。
今年の新入会員は、おいでませ不動産の山本寿様、㈱
みうらの三浦敏裕様の２社で各々からのご挨拶があり、
その後、業務委員、箱崎社長のリードのもと、抽選会が
行われました。
当たっただの、外れただの、給食時間の様な賑やかさ
の中、みかんの当たりは15㎏が一人分、との発表に大歓
声が起こる始末・・・
え！５㎏じゃないの？
このみかんは業務委員長の島津社長からの贈り物で
した。
この時間は本当に楽しいものでした。

沢山の商品
はご家庭に届
きましたで
しょうか？中にはセクシーで男性にはちょっと刺激的な
アイテムも見受けましたが・・・
毎年行われるチャリテイじゃんけん大会では、各自
500円を握り締めて、汗だくになりながら勝ち進み、敗
者復活も有りでしたが、結局最後はURコンサルタント
の清木社長の手に納まった様です。
その後、池田支部長はじめ、他の役員の手助けや調整
の後、今年も共楽園に寄付がなされます。
法務委員、木本社長の一本締めで気を引き締めた後、
法務委員長の藤井社長の閉会の挨拶で別れを惜しみなが
らの解散となりました。
宅建協会の会員も少しずつ若い方が加入して来られて、
秋の旅行も忘年会も雰囲気が変わってきております。
来年は、もっと沢山の方にご参加頂いて協会を盛り上
げ、仕事も多くなっていくようにと祈ります。

チャリティー募金寄附
法務委員長

藤井修二

12月21日㈪池田支部長の代理として事務局の畑辺弘子さん
と共に児童養護施設「共楽養育園」を訪れ、忘年会でのチャリ
テー募金５万２千円を安江央水理事長、共楽養育園児をサポー
トする会の藤井律子会長が同席する中、安村施設長に手渡
した。
今回で７回目の寄附。同園では親の病気や経済的理由で親と
一緒に暮らせない２歳から18歳まで56人の子供が生活してい
るが、寄附金は子供たちの一泊旅行などに使われるようです。
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岩
国

iwakuni

講習会開催
㈲田中不動産

田中孝敏

平成28年１月14日㈭、リビエールへいあんにて、講

化について」のお話で、駅前にマンションができるの

習会が開かれました。午後１時30分から５時30分ま

で、約160名増え、平成30年には、基地の関係で米国

で、４時間の長時間の内容の濃い講習でした。

人が約１万人来るのだから、その対応を今の内から始め

第１講は、岩国税務署の児玉隆生様による、「平成
27年度税制改正について」のお話で、追加で28年度

て、活気のある街づくりを皆でしたいと申されていまし
た。

に、相続による空き家処分について条件次第で3,000万

第４講は、山口県宅地建物取引業協会長の五郎丸孝士

の控除がある等、税制が変わる予定などを、教えて下さ

様による、「人口減少時代における不動産業のあり方並

いました。

びに中古住宅流通活性化策について」のお話で、追加で

第２講は、司法書士の市木伸二様による、「原状回復

今から空き家についての税制が変わることや売買契約の

をめぐるトラブルとガイドライン」についてのお話で、

瑕疵担保責任がなくなり、契約不適合責任となるので、

追加で民法が近々変更になり、連帯保証人の保証金額に

売主の説明義務が大きくなることなど、とても大事なこ

極度額をもうけないと、無効になる等とても大事なこと

とを教えて下さいました。

を教えて下さいました。
第３講は、岩国市中心市街地活性化協議会タウンマ

参加した会員はみな大切な講習内容を理解しようと、
一生懸命聞き耳を立てていました。

ネージャーの逆井健様による、「岩国市中心市街地活性

新年互礼会開催
㈲田中不動産

田中孝敏

平成28年１月14日㈭、リビエールへいあんにて、午
後５時40分から午後７時40分までの２時間ほど、一般

今から岩国も市長選があり、現市長の力強い挨拶等を

社団法人山口県宅建協会岩国支部の新年互礼会が開催さ

聞き、私達も今

れました。

年一年元気で景

岩国市長の福田良彦様、岩国商工会議所の仲間信男

気よく皆で仲良

様、山口県議会議員の畑原基成様の秘書藤井明宣様、日

く暮らしてゆこ

本政策金融公庫岩国支店長の風早秀夫様、司法書士の市

うと思った１日

木伸二様、岩国市中心市街地活性化協議会タウンマネー

でした。

ジャーの逆井健様、山口県宅地建物取引業協会会長の五
郎丸孝士様等に同席して頂き、に
ぎやかで、和やかな時を多くの会
員と一緒にすごしました。
中でも懇親会の余興としてもの
まねショーでは、北島三郎・森進
一・五木ひろし・和田アキ子と芸
能界の大御所の歌マネ・変装で、
替え歌や面白い語りで、会を大笑
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いで盛り上げてくれました。

支 部 だ よ り

第１回「宅建協会米軍住宅委員会」
㈱岡崎不動産商事

大藤哲也

「宅建協会米軍住宅委員会」が岩国支部にて発足しま
した。

第２回目は平成28年１月８日㈮13：30より開催され

当委員会は、今後増加するであろう岩国基地に勤務す
る軍人・軍属に向けた住宅斡旋に関する業務が円滑に進
む様、米軍との交渉の窓口とする為に発足しました。
第１回目は、平成27年12月22日㈫13：30より岩国
支部事務局にて委員長

換が行われました。

有限会社見室不動産 見室社長

ました。
他の会員の皆
様にも、積極的
にご参加頂ける
と幸いです。

を始め、岩国支部会員７社７名が集まって開催されまし
た。
米軍住宅契約の現状の問題点・米軍側による直近の一
方的な契約条件の変更点を踏まえた上で、活発な意見交

釣り場放浪記

年内最終の大物五目釣り

12月２日、釣り同好会メンバー８名の釣り人が
新港を出港し、今年最後の船釣りに向かいました。
遊漁船「ゆきかぜ」に乗船、約一時間半で釣り場に
到着しました。今日の最初の釣り場は、愛媛県松山
沖の青島付近です。この島は、島民15人に対し猫が
百匹以上いるというあの「猫島」で有名な島です。
長い道中の途中には、他にも巷で有名な島の沖をい
くつか通過します。最初に通過したのは、あの清水
国明が購入して生活している、周防大島沖の片島で
す。この島はいつもよく通過します。次に現れた有
名な島は、あのＴＯＫＩＯの鉄腕ダッシュに登場す
るダッシュ島です。この島を間近に見るのは初めて
なので、皆感動していました。余談はこれくらいに
しておきましょう。（笑）
青島沖での釣りは、まずはサビキ仕掛けでアジを
釣りながらの大物狙いです。水深は47ｍ程。最初の
一、二投は皆の共同作業で撒き餌を撒き、魚を寄せ
ることからです。三投目あたりから、予定通りアジ
がヒットし始めました。上げてみれば25㎝前後の食
べごろサイズです。この後もアジは釣れ続き、お土
産には十分な数をゲットできましたが、最終目的で
あるヒラメ、ハマチ等の大物がなかなか掛かりませ
ん。皆大物が釣れずにいる時に、一人だ
け投入した仕掛けに変化があった人がい
ます。それは、釣り同好会二回目の参加
の和木不動産の岡本さんです。その変化
とは、魚は走っていないのですがライン
が沖に向かって出ており、リールの道糸
が巻き取れない状態です。これは根掛か
りではなく、何か大物が掛かっているの
ではないかと思い、作本船長に来ても

らい確かめてもらいましたが、大物のヒットに間違
いないとのことでした。船長のアシストを受けなが
ら岡本さんが取り込んだのは、なんと86㎝のブリで
した。二回目の参加にしてこの釣果は立派なもので
す。また新たにモッテいる人が登場しましたね。
その後も青島沖で場所を変え、引き続き大物釣り
に挑んだのですが、アジが釣れ続くだけで、肝心な
大物がそのヒットしたアジに食いつきません。長時
間ねばりましたが結局大物はヒットせず、青島をあ
とに船は最後の釣り場に移動しました。納竿まで短
時間しかなく、正にラストチャンスです。
この釣り場は、周防大島の沖家室沖です。ここで
は底でアジや大物が狙え、中層ではウマヅラハギが
狙えます。ウマヅラ狙いではアタリは渋いのです
が、一投目からアタリがありました。ウマヅラの魚
影が濃いことは証明されたので、あとは短時間で何
匹釣れるかが勝負です。
午後２時頃、納竿。ウマヅラ狙いで最も釣った人
は11匹でした。残念ながら大物は掛かりませんでし
た。しかし、ブリが最初に１匹釣れたことで、何と
か格好のついた年内最終釣行となりました。
（瑞穂不動産 森本）
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全宅管理 入会のご案 内
全宅管理

賃貸不動産管理業界
最大の会員数

全宅連が母体となって設立した一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（通称「全宅管理」）は、原状回復や家賃滞納
問題、空室率の増加など不動産賃貸業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、管理を媒介の延長・付随業務にとどまらない
完全に「独立した業務」として確立することを目指しています。

事業のご案内

会員の方々限定で各種のサポート事業を行っています。

●協会 HP・会報誌・ファックス・メールマガジンにて賃貸管理関連トピックス等の情報提供を定期的に実施しています。
● 200 種類以上の様々なオリジナル賃貸不動産管理関係書式が、
協会 HPの会員専用ページから入手できます。
●賃貸管理業務に必要なノウハウが網羅された「賃貸不動産管理業務マニュアル」などの実務に役立つ各種出版物を発行し、
無料配布または会員価格で提供しています。
●毎週実施中の顧問弁護士による電話法律相談で法的・実務的なアドバイスが得られます。
●現場での経験を踏まえた対応策など実務者講師等による会員研修会を実施しています。
●管理業者の過失による損害賠償請求に備えた
「賃貸管理業賠償責任保険」
に自動的に加入となります。
●水洩れ事故など入居者からの緊急連絡等を管理業者に代わり対応する
「夜間・休日サポート」
を会員価格で利用できます。
●オーナーに対する月次管理報告書等や事業収支提案書作成のためのパソコンソフトを会員価格で提供しています。
●入居申込者の信用力を照会できる入居者与信システムや家賃保証システムが利用できます。

など

管理業務の各ステップごとに書式やツールの作成、
各種サポート事業等を用意しています。

管理業務

管理業務委託契約

媒介業務

管 理 業業
業者

貸主様

新規募集時業務
●サポート事業
（入居者与信システム、家賃保証システム、借主向け家財保償、
借家人賠償責任保険 など）
●出版物
（店頭用ハトマークステッカー、 入居のしおり など）
●書式（入居可否通知書、入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト など）

●サポート事業（賃貸住宅事業収支計算
ソフト など）
●出版物（ 貸主への提案用リーフレット、賃
貸住宅管理業者登録制度の解説書 など）
●書式（管理委託契約書、オーナーチェン
ジ通知、顧客物件別台帳 など）

契約期間中業務
●サポート事業
（賃貸管理業務支援ソフト、夜間休日サポート､家賃集金代行シ
ステム など）
●書式
（連帯保証人変更手続書、賃料等収納状況表、転貸承諾書、増改築等承諾
書、
賃料改定合意書 など）
●日常管理業務書式
（ゴミの出し方、
共有部分の私物注意 など）

●書式（入居申込
書、入居申込撤回

報告書、
鍵受取証、
親権者同意書、連

帯保証人引受承

諾書 など ）

契約更新・終了時業務
●出版物（原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂版 Q&A、原状回
復基礎知識 など）
●書式 ( 期間満了・更新のお知らせ、更新合意書、退去案内通知書、敷金・保
証金精算明細書、
定期建物賃貸借契約終了についての通知 など )

《入会金・年会費》 入会金 20,000 円

年会費 24,000 円
（月額 2,000 円×12ケ月分）

《ご入会の手続き》 １）裏面の入会申込書に必要事項を記入いただき､協会宛に郵送またはファックス（FAX：03-5821-7330）にてご送付ください。

２）入会申込書の到着が当協会にて確認できましたら、当協会より入会金・年会費のお振込み等その後のお手続きについてご連絡いたします。

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会
TEL :03 -3865 -7031
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〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-6-3

FAX : 03 - 5821-7330 HP:http ://www.chinkan.jp/

全宅連会館

e-mail:zentakukanri@bz01.plala.or.jp

全宅管理

で検索

・
・
・
・
・
・笑い

教学相長

人間、頭では大いに理解できていても、なかなか実
行に移せないことがある。その一つが笑いである。
若い時に笑えたことが、今では笑えない。
「年を重ね
たのだから当然よ！」と言われると、
「そうかなぁ…」
と思うが、若い人（男女を問わず）が数人集まると笑い
声が絶えない。
先輩から“快笑のすすめ”という記事のコピーをい
ただいた。それによると…一口に笑いと言っても実に
様々で、微笑み・クス笑い・ニコニコ笑い・大笑い・
高笑い・独り笑い・泣き笑い・含み笑い・照れ笑い、
盗み笑い・作り笑い・バカ笑い・薄笑い等である。

入
№

支部

免許番号

1
2
3
4

下関
宇部
宇部
下関

⑴3517
⑴3518
⑴3519
⑴3522

№

支部

免許番号

山口

⑴3515
⑴3462

1

新
旧

商
号
入
会
渡邊不動産販売㈱
(同)ライフクエスト
㈱ＳＥＳ
池田建設㈱
商
号
承
継
㈱Ant-hill
ままの家

退

笑いの医学的な効果は、免疫力が高まり自然治癒力
が増すことが解っているそうだ。どういう笑いが一番
良いのかというと、嬉しい時、楽し
い時に自然に出てくる笑いだとい
う。そして少し声を出した愉快な笑
いが良いとあった。
「人間は楽しみ、笑うためにでき
ているもので、それが人
間の正当な権利だ。」と、
永井荷風も言っている。
笑って暮らせばこの世
も楽しく、若返りにも通
じる。今後は大いに笑っ
て生きたいものだ。

会

等

代表者

№

支部

免許番号

渡邊陽一郎
児玉 宏史
小林 克三
椎木 博昭

1
2
3
4
5
6
7
8
9

山口
周南
下関
周南
下関
宇部
山口
山口
防府

⒀481
⑽1401
⑽1548
⑼1690
⑸2549
⑶2972
⑵3273
⑵3328
⑴3427

継承理由
個人→法人

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。

会
№
1
2
3

商
号
退
会
㈲ソーシャルマインド
国本設計事務所
池田住宅建設㈱
福永商事
㈲池田不動産
山口不動産ネットワーク
フィールドトラストコーポレーション
センターホーム
羽嶋松翠園

代表者
山根隆太郎
国本 茂昭
池田 秀次
福永 健一
池田 直樹
岡村 元昭
野原
覚
金子 昭夫
羽嶋 秀一

員

支部
周南
周南
柳井

免許番号
商
号
⑹ 2322 ㈱熊石 光支店
⑻ 1988 ウエマツ地建
⑽ 1349 ㈱明治殖産

代表者
明田 浩司
植松
昭
福島 誠司

協 会 の 動 き

11 金
16 水
28 月

12月
西日本不動産流通機構企画システム委員会
サブセンター流通担当役職員説明会
全宅連情報提供委員会
第４回法務委員会
中古住宅流通活性化策説明会
第５回宅建取引士法定講習会
全宅連中国地区会長会
平成27年度中間監査（再）
第４回総務委員会
第７回業務委員会
試験事務総括会議
苦情申出に係る事情聴取

12
13
14
15
18
21

１月
山口県居住支援協議会専門部会
都道府県協会長・全宅保証本部長会議
中古住宅流通活性化策説明会
中古住宅流通活性化策説明会
あんしん居住推進事業説明会
障害者差別解消法説明会

１ 火
３ 木
４ 金
８ 火
10 木

火
水
木
金
月
木

於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於

福岡
福岡
東京
会館
周南
会館
島根
会館
会館
会館
東京
会館

塩田、神田
神田
五郎丸
出席者11名
五郎丸、塩田
松浦
五郎丸、境田
出席者８名
出席者10名
出席者11名
西村、神田
松村、西村

22
25
26
28
29

１
４
５
８
９

金
月
火
木
金

月
木
金
月
火

15 月
於
於
於
於
於
於

山口
東京
岩国
山口
会館
広島

五郎丸、池田
五郎丸
五郎丸
五郎丸、塩田
出席者78名
境田

18 木
22 月
23 火
25 木

１月
中古住宅流通活性化策説明会
全宅連中国・四国地区連絡会研修会
苦情申出に係る事情聴取
中古住宅流通活性化策説明会
第５回総務委員会

於
於
於
於
於

萩
香川
会館
下関
会館

五郎丸、塩田
出席者６名
松村、西村
五郎丸、塩田
出席者10名

２月
中古住宅流通活性化策説明会
公益法人制度に関するブロック研修会
第８回業務委員会
第２回山口県不動産研修会
第６回宅建取引士法定講習会
第３回常務理事会
第３回理事会
中古住宅流通活性化策説明会
西日本不動産流通機構業務執行理事会
都道府県宅建協会・本部事務局長会議
第５回法務委員会
苦情・弁済業務打合せ

於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於
於

柳井
福岡
会館
山口
会館
会館
会館
防府
広島
東京
会館
下関

五郎丸、塩田
池田、神田
出席者12名
出席者181名
土岐山
出席者11名
出席者29名
五郎丸、塩田
五郎丸
神田
出席者10名
出席者５名
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支部お薦めシリーズ
防府市向島の寒桜

防府支部

～蓬莱桜～

防府市向島小学校の正面玄関にある大きな桜の木は、「防府市向島の寒桜」という名前で、山口県の天然
記念物に指定されています。
およそ90年前に向島尋常小学校の卒業生が、卒業記念として校舎の北側に植えたものだという話がありま
すが、いつ頃からあるかよくわからないそうです。校舎の建つ位置が変わり、今では玄関の前で花を咲かせ
ています。
毎年３月初め頃からぼちぼち花が咲き始めます。早
咲きの桜として山口県内でも珍しい種類だそうです。
卒業式の頃には満開となり、巣立つ卒業生を見送って
くれます。花は淡い紅色の花びらの５枚一重で約３㎝
ぐらいの大きさです。花には蜜がたまり、ヒヨドリな
どの野鳥が蜜を吸いに沢山集まります。
木の高さは約８ｍ、東へ約9.2ｍ、西へ9.3ｍ、南へ
約8.8ｍ、北へ約8.5ｍ、幹の太さは2.55ｍ、根周りは
4.4ｍまでに成長しています。木の大きさからしても
山口県内では最大級だそうです。

防府支部

時事
雑想

藤

村

泰

則

厳しい寒さも少しずつ和

それから数十年バブルがはじけ、色んな物が縮んで

らぎ、桜のつぼみもほころ

いき心も満たされる事が少なくなっていったのではな

ぶ季節となりました。

いか。

私が不動産取引業をは
じめて12年を迎えまし

た。以前は写真屋を36年本業としていましたが、デジ
カメの普及により縮小せざるを得なくなったのです。
そんな経験もあり、変化する環境にいかに順応して
いくかが生き残る手段であり、不可欠なものであると
感じる今日この頃である。

そんな時代が十数年続き、社会環境や人間関係が今
までとはかなり変わってきたのではないだろうか。
私が携わってきた二つの仕事も時代と共に変化せ
ざるを得ず、当たり前にやってきたことが当たり前で
なくなっていくことを受け入れなくてはならない様で
ある。
そんな中2020年東京オリンピックが再度行われる事

私の生まれた1965年は東京オリンピックの翌年で
ある。

はチャンスである。これを機に良い変化が生まれ、も
う一度心が満たされる社会になっていく努力をし、変

日本全体が好景気を感じ右肩上がりの時代であり、
心も物欲も満たされ皆が幸せを実感できる時代になっ
ていったと思う。

化に対応し心から良かったと思える社会を創りあげた
いなと思う。
偉そうに書いているが、我が家には2008年２月29

物価がどんどん上がり給料も上がり、色んな物が膨

日生まれの長男がいる。この子が成人する頃にはぜひ

れ大きくなっていく時代であったし、誰も将来への不

心豊かに、幸せを感じるような日本いや世界になって

安を感じることはなかったのではないだろうか。

ほしいものである。

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
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五郎丸 孝士
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〒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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爾

