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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28年度定時総会を開催 〜伊藤博氏を会長に再任〜
開催日

平成28年６月28日㈫

多くの方が被災されました。一日も早い復興、復旧をお

場

東京都「ホテルニューオータニ」

祈り申し上げます。昨年度は不動産キャリアパーソンの

山口県宅建協会より３名出席

受講促進をはじめ会員の業務支援、ハトマークグループ

所

出席者

ビジョンの促進など、重点事業を予定どおり実施でき、
平成28年度の全宅連・全宅保証の定時総会が開催さ
れました。

をあげることができました。今後も引き続き、既存住宅

全宅連の総会では、不動産キャリアパーソン受講の取

流通の活性化、空き家対策、消費者保護に関する事業を

組み並びに不動産総合研究所調査研究に係る地域貢献

重点事業として進めていく次第です。また、宅建業法改

活動等への取組みに対する表彰が行われ、27年度事業

正により、宅建士に対する責任や義務が一段と増えるこ

報告、28年度事業計画・収支予算の報告後、27年度決

とになりましたので、実態に見合った報酬額の見直し

算、理事・監事の選任が審議され承認されました。

や、空き家所有者の情報開示などの提言を行って参る所

引き続き、全宅保証の総会では、27年度事業報告、
27年度決算報告、28年度事業計画・収支予算の報告
後、理事・監事の選任が審議され承認されました。

存です。」と力強く話されました。
また、ご公務の石井啓一国土交通大臣に代わり、谷脇
暁土地・建設産業局長にご臨席頂き、「この度の熊本

新理事の互選により伊藤博会長（愛知県宅建協会所

地震において宅建業者の皆様には住まいの確保、情報提

属）の５期目となる再任が決まり、28・29年度の副会

供のあっせん、ご支援にご尽力頂き御礼申し上げます。

長、常務理事が選出されました。再任にあたり伊藤会長

住宅資産が適切に評価され、循環していく社会を実現す

は「来年は創立全宅連50周年、全宅保証45周年という

るためには既存住宅市場の活性化は極めて重要な課題で

大きな節目を迎える。精一杯頑張りたい」と抱負を述べ

す。既存住宅の流通に際して、インスペクション実施の

られました。

促進や従業者の資質向上と消費者保護の一層の徹底など

総会後には地域貢献活動で表彰された㈱八清（京都府

を盛り込んだ改正案が先の国会に提出、公布されたとこ

宅建協会会員）西村孝平氏と㈱市萬（東京都宅建協会会

ろですが、これらの取組みを進めていくために不動産の

員）西島昭氏により講演が行われました。

専門家である皆様のご理解とお力添えが必要ですので、

西村氏は、住文化を継承しながら京町屋の保全活動を
推進する仕組みや京町屋独自の事業開発の過程を、西島

引き続きご支援ご協力をお願い申し上げます。」と祝辞
を代読されました。

氏は築古物件管理のビジネスモデルと柔軟な雇用形態で

この後も来賓として出席されました多くの国会議員よ

女性スタッフを活用するノウハウ等をお話されました。

りご挨拶を頂き、平成28年度定時総会の全日程が終了

二団体合同で開催された懇親会の冒頭挨拶で伊藤会長
は「このたびの熊本地震では、不動産業関係の方からも
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税制改正などで大方の要望が実現するという大きな成果

致しました。

一般社団法人

全国賃貸不動産管理業協会

第６回定時社員総会を開催

副会長
開催日 平成28年６月29日㈬
場 所 東京都「ホテルニューオータニ」
出席者 山口県宅建協会より３名出席
去る平成28年６月29日㈬、東京都内の会場にて全宅管
理の第６回定時社員総会が開催され、平成27年度事業報
告・平成28年度事業計画・収支予算報告と、平成27年度
収支決算報告の承認・平成28・29年度理事・監事の選任
が決議されました。

松村

誠

また、定時社員総会終了
後に第２回理事会が開催さ
れ、新会長に宮城県宅建協
会の佐々木正勝氏が、副会
長には福岡県宅建協会の北
里厚氏・石川県宅建協会の
吉本重昭氏・栃木県宅建協
会の五十嵐薫氏の３名が、専務理事には神奈川県宅建協
会の岡田日出則氏が、それぞれ選任されました。

公益社団法人 西日本不動産流通機構定時総会
業務委員
開催日 平成28年６月24日㈮
場 所 広島県「ホテルグランヴィア広島」
出席者 山口県宅建協会より２名出席
平成28年６月24日㈮広
島市内にて、平成28年度
公益社団法人西日本不動産
流通機構 定時総会が行わ
れ、上原会長と共に出席し
てまいりました。
事業報告につきまして
は、公正な不動産取引と透明性の向上をめざし、ステー
タス管理機能が導入されたこと、また国交省が推進する
不動産総合データベース構築の為のシステム整備等に取

組む旨の報告がなされました。
新年度は全宅連の西日本エリア17県の内、約半数の
８県の会長が新任となり、新しい理事選挙が行われた結
果、新会長に大分宅建の伊本氏、副会長に、香川宅建日
下氏と、福岡宅建の加藤氏の２名、計３名の方が全宅連
から執行部に就任されました。
また山口県宅建協会からは上原会長が新理事、尾村業
務委員長が企画システム委員としてスタートを切られて
おりますので、会員の皆様の一層のご支援を宜しくお願
いいたします。
末尾に、機構副会長として４年間活躍されました、五
郎丸前会長に対し、表彰状が授与されましたことをお伝
えし、報告とさせていただきます。

中国地区不動産公正取引協議会
開催日 平成28年６月17日㈮
場 所 広島県「ANAクラウンプラザホテル広島」
出席者 山口県宅建協会より７名出席
６月17日㈮中国地区不動産公正取引協議会定期総会
が、今年は広島県で開催されました。
議事に先立ち、表彰状、感謝状の贈呈が行われ、永年に
わたり理事として協議会の発展向上に多大な貢献をされた
本会の五郎丸孝士氏（前会長）に表彰状が贈呈されました。
その後、議事に入り、平成27年度に行われた事業につい
て、各協会において会員を対象とした不動産の表示規約に
関する研修会の実施、「不動産の公正競争規約」及び「不
動産広告ハンドブック」の配布、規約に関する相談及び広

塩田博志

第37回定期総会

告の事前チェックの対応、
また昨年度初めて行った不
動産広告の実態調査等の報
告がありました。引き続
き、収支決算報告及び平成
28年度事業計画案、収支予
算案が提案され、原案のとおり承認可決されました。
また、本年度は、役員改選の年であり、役員改選の議
案の可決後、新理事による理事会に於いて津村理事（広
島県宅建協会会長）が会長に再任されました。
総会の最後に山上理事（岡山県宅建協会会長）が、次回
第38回定期総会を岡山県で開催することについて議案上
程、全会一致承認可決され、定期総会は終了致しました。
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新・正副会長が山口県知事を表敬訪問！
事務局長
役員改正に伴って初めて、山口県知事の村岡嗣政氏を
表敬訪問しました。
平成28年７月27日㈬午前10時20分、上原会長、西村及
び松村両副会長とともに、藤本博土木建築部次長の先導に
より10時30分から知事と面談することができました。
例によって名刺交換に始まって後、知事から三世代同
居、居住支援協議会への参加協力等々、平素からの事業
協力について感謝の意を表されました。
話のキャッチボールの中で、当協会が今年度も“いいふ
どうさん”の語呂合わせの11月23日㈷に県下一斉の空き家

境田次治

て）と宅建協会の連携がますます求められ、正に、衣食
住の「住」として、宅建協会の役割は、大である、など
励まし？とも言える言葉の数々でした。
散会するに当たっては、集合写真にも快諾され、和や
かな雰囲気の中あっという間のひとときでした。
村岡知事におかれましては、貴重な時間を割いていた
だき、 誠にありがとうございました。
今年度も「空き家対策」が大きな柱となることを痛感
し、会員の皆様のさらなるご協力を賜りますようお願い
申し上げ、知事訪問の報告とさせていただきます。

無料相談会を実施することに端を発して、それぞれが意見
交換に終始しました。知事もこの「空き家問題」には意欲
的で、少子化対策の一環としても、山口県の魅力を発信し
ながら問題解決に意欲的に取り組んでおられるとともに、
知事の情報通に感心したところであります。
深刻化する空き家問題を解決するために作られた法律
とは言え、どの自治体にとってもハードルが高く、対応
に苦慮しているのが実情であり、かなり厳しい現実であ
ることは歪めないところで、所有者を特定することの難
しさ、建て替えに伴う制約等々、県（住宅課を中心とし

「ハトマークR住宅推進店」一日研修を終えて！
事務局長

中古住宅取引時の情報提供を充実させることとして、

クR住宅推進店」の指定、登録へ向けての一日研修会が、

中古住宅市場の拡大を目指すもので、建物状況調査に関

６月24日の下関会場を皮切りに７月22日をもって全てが

する媒介契約、重要事項説明、売買契約締結時に書面を

終了いたしました。

交付の三点を義務づけるインスペクション関連の規定

中古住宅の売買時のインスペクションのニーズが高ま
る中、一昨年から先取りしての数次に渡る一連の研修会
も、何とか無事終えることができました。

は、２年以内に施行される運びとなっています。
このように、宅建業界が変わりつつある中、この度の
一連の研修会を通じて、一人でも多くの取引士の方に、

仕切り直しの研修にも拘わらず、予想を超える80団体

“中古住宅流通の必要性”を感じていただくとともに、会員

94名もの方々にご参加いただき、会を重ねるごとに、参

自身の地位向上へとつながる良い機会が提供できたので

加者の『住宅の長期化使用』に対する関心・意識の高さ

はないかと自負しております。ご協力ありがとうござい

を実感したところでもあります。

ました。

奇しくもこのたび、売主と買主が安心して取引できる
市場環境の整備を目的とする改正宅建業法が６月３日公
布されたところでもあります。

引き続き、当協会の会務運営に際しご支援、ご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。
■ 一日研修会参加実績結果（途中退出者を除く）
開催日
6月24日
7月 1日
7月 8日
7月15日
7月22日
合
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境田次治

「中古住宅流通活性化事業」の一環である「ハトマー

会場名
下 関
岩 国
萩
周 南
山 口
計

団体数
29社
8社
3社
13社
27社
80社

参加者数
33名
9名
3名
18名
31名
94名

相談員研修会開催
法務委員
平成28年度不動産無料相談所相談員研修会が８月29日㈪
山口県不動産会館において開催されました。司会は藤村泰則
理事（防府支部）が担当され、各支部よりお集まりいただい
た35名の相談員の方々が受講されました。
はじめに上原祥典会長よりご挨拶があり、全宅連の仲介報
酬制度の見直し要望等のニュースについてご報告いただきま
した。
本題の第１講では「不動産無料相談所 相談員用マニュア
ル」として（公社）全国宅地建物取引業保証協会作成のDVD
を全員で視聴しました。映像の内容は事例等を実演形式で分
かりやすく組み込まれた内容のDVDでした。
第２講では昨年度に引き続き清水法律
事務所の弁護士清水茂美様をお招きし、
「不動産トラブルについて」のご講義を
賜りました。内容はこの講義の中で取り
上げてほしいトラブル事例を事前に法務
委員より募り、その内容に沿って進めら
れました。

松尾泰治

① 瑕疵担保責任
② DIY賃貸のトラブルの可能性
③ 天災地変・危険負担
④ 個人情報の取り扱い
⑤ 原状回復及びハウスクリーニング
以上５つの事例が挙げられ清水弁護士が法解釈を絡めてひ
とつひとつ分かりやすく説明、相談員の皆様も熱心に耳を
傾けておられました。私も日ごろの実務と照らし合わせなが
ら、何時に無く真剣に話を聞くことができ大変勉強になりま
した。
最後に上原会長よ
り、全相談員を代表
して塩田博志理事
（岩国支部）が平成
28、29年度の相談員
の委嘱状を受け取ら
れ、その後研修会は
散会となりました。

㈱クレデンスと家賃保証商品で「覚書」を取り交わし
（一社）山口県宅建協会ではこのたび、㈱クレデンスの
低額保証料商品の普及が、会員の皆様の顧客満足度に寄与
するものと判断して、「推奨商品」に認定し、「覚書」を

取り交わしました。
詳しい商品内容は、本誌27頁をご参照ください。

税務署よりお知らせ
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山口県住宅課からのお知らせ
犯罪収益移転防止法の一部改正法が平成28年10月1日から施行されます!!
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」
（平成26年法律第117号）

◆施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき主な事項の概要は次のとおりです
疑わしい取引の判断

改正法
８条

疑わしい取引の判断基準が追加
現

行：特定事業者の知見によって判断

改正後：
●取引時確認の結果
●取引の態様
●その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書等
を勘案して判断

ハイリスク取引の類型の追加

特定事業者が取引時確認の措置を適切に行うため、
取引時確認をした情報を最新の情報に保つほか、次
の措置を講ずるよう努力義務が課せられた。
●使用人に対する教育訓練
●規定の作成
●統括管理者の専任

改正令
12項

●なりすましの疑いがある取引
●確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
●特定国等に居住・所在している顧客との取引
●外国の重要な公的地位にある者等（外国PEPs）との取引
└→今改正により追加
改正規則
6・7条

顔写真のない本人確認書類を使用する場合は、提示
に加え、その他の書類の提示を行うなど、追加的な
確認措置が必要となった。
健康保険証等の顔写真のない本人確認書類
↓
今改正により提示のみでの確認は不可

取引担当者の代理権の確認

等

※ハイリスク取引：
マネー・ロンダリングに利用されるおそれが特
に高いと認められる取引であり、これらの取引
については『取引時確認』を厳格な方法で行う
必要がある
※特定国等：
イラン、北朝鮮が指定
（平成28年7月現在）

ハイリスク取引の類型に外国PEPsが追加

顔写真のない本人確認書類

改正法
11条

事業者の体制整備

法人の実質的支配者の確認
現

改正規則
11条

行：実質的支配者が存在する場合、その者の本
人特定事項を確認（申告）

改正後：議決権その他の手段により当該法人を実質
的に支配している自然人まで遡って確認

改正規則
12条

法人の取引担当者等が正当な取引権限を有していることを確認する方法
現行の権限委譲の確認方法

改正後の確認方法

○委任状その他の取引担当者が法人のために取引の任に当たっていること
を証する書面を有していること
○法人が発行した身分証明書（社員証）その他法人の役職員であることを
示す書面
○取引担当者が法人の役員として登記されていること

○変更なし

○法人の本店や営業所等に電話をかけることその他これに類する方法に
より、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認で
きること
○法人と取引担当者との関係を認識していることその他の理由により取引
担当者が法人のために取引の任に当たっていることが明かであること
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○削

除

○取引担当者が法人を代表する権限を有
する役員として登記されていること
○変更なし

○変更なし

疑わしい取引の届出の流れ
宅地建物取引業者
知事免許業者
大臣免許業者

届出

免許行政庁
県知事
地方整備局長

通知

主務大臣
国土交通大臣

通知

国家公安委員会

不動産の売買における疑わしい取引の参考事例
第１
１

現金の使用形態に着目した事例
多額の現金により、宅地又は建物を購入する場合（特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額の物件
を購入する場合。）

２

短期間のうちに行われる複数の宅地又は建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払い総額
が多額である場合

第２

真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例

３

売買契約の締結が、架空名義又は借名で行われたとの疑いが生じた場合

４

顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒む場合

５

申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合

６

売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合

７

顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望する場合

第３

取引の特異性（不自然さ）に着目した事例

８

同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合

９

宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合

10

経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合（例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく
下回る価格での売却でも厭わないとする場合等）

11

短期間のうちに複数の宅地又は建物を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費
等に対してほとんど懸念を示さない場合

12

取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる宅地又は建
物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合

第４

契約締結後の事情に着目した事例

13

合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった場合

14

顧客が（売買契約締結後に）突然、高額の不動産の購入への変更を依頼する場合

第５

その他の事例

15

公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合

16

顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにも関わらず、
その説明や資料提出を拒む場合

17

顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合

18

顧客が、宅地建物取引業者に対して「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図
る場合

19

暴力団員、暴力団関係者等に係る取引

20

自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客
に係る取引

21

犯罪収益移転防止対策室（※）その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性がある
として照会や通報があった取引

（※）警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）
9

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「有給休暇」を巡る問題
・
・
・
・会社に「ウソの理由」を伝えて「有給休暇」を取得したら法的に問題があるのか・
・
・
・
厚生労働省の調査によると、2012年の年次有給休暇（有休）の取得率は47.1％。平均18.3日あるうち、実際に取得され
たのは8.6日だったといいます。政府は2020年までに、有休取得率を70％にする目標を掲げていますが、そんな日が本当
に来るのか、少々疑問が残ります。なぜなら、有給申請をする際は、上司や同僚に遠慮するからです。理由を聞かれるこ
とも多く、それが個人の楽しみや、秘密にしておきたい内容なら、よけいに申請しにくいものです。しかし、申請した有
給休暇取得の理由を会社側に確かめる方法はありません。そこで、
「子の看病」
、
「友人の結婚式」
、
「インフルエンザ」など
ともっともらしい理由をつけて申請されることが多いとは思いますが、そもそも「有休」を申請するとき、ウソをついたら、
法的に問題があるのでしょうか？

●労働者に認められた「年休自由利用」
「労働者は、年次有給休暇（年休）を自由に利用できるという原則（年休自由利用の原則）があり、最高裁でも、この
原則は認められています。この原則からすれば、労働者が年休を取る際には、その使い道を会社に伝える必要はありま
せんし、仮に会社に伝えた内容と異なる使い方をしても、年休取得は妨げられないことになります。そうなると、有給
休暇申請の時ウソをついてもいいということでしょうか？

●会社に認められた「時季変更権」
労働者には有給休暇を取得する権利がありますが、会社には「時季変更権」があります。この「時季変更権」とは「労
働者が日付を指定して年休を申請したとき、もしその年休取得を認めると、会社業務の正常な運営を妨げるおそれが予
見される場合に、会社が年休取得を拒否する権利」のことです。会社は、この時季変更権を行使するための判断材料と
してならば、労働者に年休の使い道を聞くことができるわけです。労働者が虚偽の理由により有給休暇の取得を行うと
いうことは、会社の時季変更権を行使する判断を誤らせ、結果として会社の業務に悪影響が及ぶことがありえます。こ
の場合は虚偽理由説明により、懲戒処分の対象になる場合もありえるでしょう。

●懲戒が認められたケースがあるか？
過去の裁判例の中には、虚偽の理由を記載した年休届を出したというケースについて、勤務に関する所定の手続を怠っ
たとして、懲戒理由になるとしたものもあります（古河鉱業事件・東京高判昭和55年２月18日）
。この判決では、届出
の理由によっては、事業の正常な運営を妨げる場合でも、使用者が時季変更権の行使をさし控えることがありうるため、
年休届には正しい理由を書くべきだとされたのです。
いずれにしても労働者側からすると嘘をついて年休を取得してもばれやしないかと後ろめたいでしょうし、仮にその年
休理由が嘘だったとばれた場合には社内の信用はなくなりますし、さらにはその年休を利用して会社が禁止していること
を行っていたことが判明した場合には、会社はより重い懲戒処分を課すこととなるでしょう。
☞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。

■法律改正情報■
介護者の残業を免除、来年１月から企業に義務化
厚生労働省は、家族の介護をしている労働者の残業
を免除する制度を、企業に義務づける方針を決めた。
就業規則に明記することを求め、国の指導に従わない
悪質なケースでは企業名を公表する。来年１月に施行
される改正育児・介護休業法に基づく省令で実施する。
安倍政権が掲げる「働き方改革」の一環で、
「介護離職
ゼロ」の実現を目指す。制度を利用できるのは、同じ
会社で週３日以上の勤務を１年以上続けている人。パー
トタイマーなど非正規労働者も含まれる。勤め先に申
請すれば、介護対象の家族が亡くなったり、症状が回
復して介護の必要がなくなったりするまで残業が免除
される。申請できる期間は１か月～１年間だが、更新
可能で期間も延長できる。介護される家族の状態は原
則、食事や排せつに手助けが必要な「要介護２」以上。
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■親の子供の就職内定取り消しは有効か■
この場合は未成年か成年かで扱いは異なります。
未成年の場合：親（親権者）は、親が同意していない未成年
者の法律行為を取り消すことができ、内定
取り消し行為は有効。
成 年 の 場 合：成年の場合、そもそも親の監護のもとには
なく、就職内定という労働契約行為は親が
取り消すことはできない。

→知っておくと助かります。
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合
は、あとから申請することにより自己負担限度額を超えた額
が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あ
とから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担
になります。そこで70歳未満の方が「限度額適用認定証」を
保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、１ヵ月（１
日から月末まで）の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで
となります。知っておくといざというときに助かります。

支 部 だ よ り

下
関

shimonoseki

「ハトマークR住宅推進店」一日研修会について
さる６月24日㈮、海峡メッセ下関におきまして、

様子でした。改正宅建業法が成立し、履歴も重要事

「ハトマークR住宅推進店」の指定・登録に向けての、

項に項目が追加されて、我々宅建業者も色々と大変

今年度の研修会が開催されました。専任取引士・従

になってきています。インスペクションの活用を消

業員（宅建取引士に限る。）又は建築士資格者を対象

費者に促し、住宅の品質について正確な情報を知ら

とした一日研修会を、昨年実施しております支部研

せ、宅建業者に義務付ける。専門家として建築士会

修・本部研修計３回の研修会の代わりに行われまし

もインスペクター養成講座を開き、建築士会のホー

た。第１部として建築一般・各種検査、第２部とし

ムページに名前を登録・開放しています。宅建業者

てホームインスペクション、第３部として総集編を

としては難しい分野ではありますが、知っていて損

執り行い、演習問題30問と格闘しました。建築士の

はないと思われますので、これからも多くの方の参

方も結構忘れている事が多く、結構苦戦されている

加を期待したいと思います。

平成28年度価格査定
業務副委員長

吉永威一朗

８月18日㈭に古屋町のリサイクルプラザにて、今
年も価格査定を実施致しました。昨年末に100ポイン

含めて業務委員会で対応を協議したいと考えており
ます。

トを増やし、全830ポイントを中心・彦島・勝山・長府・

また、７月に開催された情報交換会において説明

豊浦、豊北・菊川、豊田の６つのエリアに分けて各

会が行われました土砂災害特別警戒区域も市街地等

エリア５～６名が担当しました。

にも新たに指定されてきます。この価格査定も事例

それぞれが各エリアの全ポイントを査定し、最高

地の中に指定地域が含まれていますので、査定値に

値と最低値を除いた３～４名の査定地の平均を取る

影響が出るポイントはこれから見直していく必要性

というやり方になって３回目ということもあり、慣

も感じており、見直していくことで更にこの価格査

れてきた方も多数いらっしゃいました。

定が実務に利用できるものにしていきたいと思って

発表の際に自分の査定が他の人の査定と比べてどう

おります。

なのか、というある意味日ごろの業務の確認の場に
もなってきているのではないかと思います。路線価や
公示価格だけでない、実際に参加された方の実例も
この価格査定に反映されてきていますので、私として
も有意義なものになってきていると思っております。
参加できなかった方にも是非、このシステムを活
用頂いて売主様への説明材料のひとつとして頂きた
いと思っております。使ったことが無い、知ってい
るけど使い方が分からないという方は遠慮なく是非、
下関支部へ要望を頂ければと思います。個別訪問も
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下
関

shimonoseki

第１回情報交換会について
業務委員長

大田耕一郎

平成28年７月14日㈭

下関リサイクルプラザにお

いて第１回情報交換会を開催いたしました。各行政担

規制がなされることなどから、質疑応答では沢山の
質問が飛び出し、時間オーバーとなる位でした。

当課からそれぞれ講師をお招きし講演していただきま
した。各演題は、我々会員の実務に即したものであり、
関心を持たれた会員も多く総勢70名を超える方に参
加いただき、とても有意義な情報交換会となりました。

第２講 「空き家に関する３つの補助金」について
講師

下関市都市整備部まちなみ住環境整備課

全国的な課題であり、宅建協会も積極的に取り組
む空き家問題ですが、空き家所有者の切実な問題を
解決するための手助けとなる市の補助金について講
演していただきました。
第３講 「まちなか緑化推進事業」について
講師

下関市都市整備部公園緑地課

限定エリア内での事業ですが、
「売れない」
「貸せな
い」
「リフォームしても価値がない」の不動産所有者
に対して提案できる事業です。具体的な事例を基に
第１講 「旧下関市の土砂災害特別警戒区域の指定」
について
講師

のとなりました。

山口県土木建築部砂防課

講師の伊藤主査には、宅建業者向けの講演をして
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講演していただき、我々にとってもわかりやすいも

「情報交換会が終わって」

いただきました。また、市の建築指導課の方にもご

不動産取引に携わる専門業者として、消費者への

協力いただき充実した内容となりました。下関市内

安心・安全な商品提供を確保するだけでなく、国や

の中でも、とりわけ旧下関市エリアの不動産取引件

地方行政の政策など時代のニーズに合った知識を取

数は多く、また特別警戒区域に指定されると多大な

り入れる必要性を再確認する機会となりました。

支 部 だ よ り

隠岐の島旅行記
下関支部ゆうほクラブ一同
宅建下関ゆうほクラブの平成28年度行事として、隠
岐の島の自然と歴史と食を求めて研修先と決めました。
日程を２泊３日としたので、人の住む４島の内、海士町、
西ノ島町に絞りました。

素材となっており、長椅子に腰掛けて海中をみると、コ
バルトブルーの明るいきれいな海でした。
早速きれいな魚が現れる、スズメ鯛の群れが追ってく
る。熱烈歓迎です。海底を見ると砂浜からごつごつした

隠岐地域は、平成25年９月に「世界ジオパーク」に認

岩、海藻を被った岩と様々で、海の色もコバルトブルー

定されました。ここは、沖の島全体の自然環境や、様々

から紺色の処もあり、突然黒い縞模様の大きな魚が船と

な生態系、地質の特性等をよく観察し、人々の暮らしと

平行に泳いでいて、チヌのようでした。

の関わり合いを考える場所とされています。
７月29日は快晴、新幹線で岡山へ、次に伯備線で米

船が進むほどに、真鯛、イサキ、石鯛、の大きなのが
グーッと迫ってくる。迫力十分です。船頭さんが餌付け

子駅さらに境線と乗り継いで、境港駅に着きました。こ

していて、船の音で寄ってくるそうです。海底にヒラメ、

の間約５時間、境港から西ノ島「別府港」まで約２時間

岩にアワビ、サザエを見つける人もいると放送していま

40分新下関駅からホテルまで10時間でした。

した、驚きです。穏やかな海で感動しました。

夕食は、特にさざえ、あわび、を含めていただきまし

午後、隠岐神

たが、やはりおいしいです。地酒も飲みやすく、ドクター

社にお参りしま

ストップながら少量おいしくいただきました。

した。祭神は後

７月30日隠岐の島は快晴、風もほとんどなく絶好の
観光日和です。

鳥羽法皇で、承
久の乱で配流さ

８：30分浦郷港で乗船、西ノ島を割って作られた「船

れ崩御までの

引運河」
（以前は船を陸路で運んだ・・・340m）を通って

19年間を過ご

日本海側へ、隠岐で特に有名な「國賀海岸」に沿って船

された。高倉天

はゆっくり走り奇岩・巨岩に目を見張る。亀島（岩の亀）、

皇の第１子が安徳天皇で、第４子が後鳥羽天皇です。

鬼が城、金棒岩、摩天崖（257mの荒々しい絶壁）、象鼻岩、
観音岩等々すべて、何十万年もの間日本海の厳しい波に
より削り出された巨大なスケールの断崖絶壁です。１時
間30分を短く感じました。
次に、菱浦港から海中展望船「あまんぼう」にて島の
北東に進み、三郎岩に到着しました。船の外側が透明な

社殿は昭和14年造営、隠岐造の銅板葺きです。ほか
に拝殿、祝詞舎、神饌所等があります。
15,000坪の境内に社殿が鎮座し、参道の桜並木は大
変立派で、春には花見客が多数訪れるそうです。門前の
後鳥羽院資料館には、法皇にちなむ品々が陳列されてい
ます。
一帯は閑静な名刹であります。
２日目の夕食は、海鮮各種にご当地黒和牛と、想像し
ていたよりも種類が多く皆美味で、皆さんご当地ならで
はの思いを強くして十分に満足しました。
ご当地については、資料をいろいろ見てはいましたが、
現地で知ることが多く、大変素晴らしいところであるこ
と、食べ物が本当においしいこと、もっと調べて、もっ
と時間をかけて、もう一度訪れたいそんな思いを強くし
た旅で、クラブのメンバーとの交流も深まり、想像以上
に隠岐の島の魅力を堪能した実り多き旅行であったこと
を強く感じました。
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第１回山口県不動産宇部支部研修会
法務委員長

土岐山雪絵

平成28年７月５日㈫国際ホテル宇部にて第１回山口
県不動産宇部支部研修会が猛暑の中行われました。講師

是非機会があれば、他の会員の方にも聞いて頂きたいお
話でした。

として新会長に講話いただくということもあり、いつも
第３講は「労金住宅

より多くのご来場をいただきました。

ローンについて」
第 １ 講 は 演 題「 媒

講師は中国労働金庫

介業務と管理業務の

ローンセンター宇部

違い・区別」

所長

守田正之様を

お迎えして実際に県

サービス管理から

下で宅建協会の利用状況や宇部支部会員の利用状況、

の 脱 却（ 管 理 の プ ロ

最長40年になった住宅ローンと夫婦連生団信等の説明

として）
講師は一般社団法人山口県宅地建物取引業協会

会長

上原祥典様にまず、会長就任の挨拶とこれからの大きな

をいただき多くの会員が気軽に利用しやすいよう、今回
もお声がけいただきました。

目標と指針をお話いただき社会経済の変化と管理業の必
要性、真の不動産管理業を求める背景、現在の空室率、

梅雨の合間で蒸し暑く、体調を崩しやすい中ですが、

管理関連法制定等々、一般社団法人全国賃貸不動産管理

多くの会員の方のご協力を得られ

多くの参加をいただ

業協会（通称：全宅管理）のDVDを視聴いただき実際の活

き、有意義な研修会となりました。ありがとうございま

用例まで、詳しく説明いただき、我々中小不動産に取り

した。

巻く諸問題の解決の一助になるツールの一つとして大き
な提案を頂いたと思います。今なら入会特典もあるとの
ことでした。多くの賛同者、入会者をお待ちしております。

宇部支部では、空き家対策も日々問い合わせが増え、
多くの課題が取り巻いている中、ちょっと身近な勉強会
の必要性を感じています。もっとみなさんのお知恵をお

第２講は演題「職
場も 家 庭 も ス ッ キ リ

講師は片付けパンダ

主宰

んのビジネスの一助になると確信しています。

整理収納セミナー」

是非、こんな勉強がしたい、こんな話がききたい等

～モノや情報に振

声をかけてください。次回の勉強会（たっけん寺子屋）で

り回されないための

は中古住宅についての勉強会をします。支部会員同士講

整理収納のキホン～

師兼進行でざっくばらんな会です。その次は声をかけて

中村美夕紀

様

数々のハウスメーカー等で人気セミナーを行っている
片付けパンダさん、２度、３度とお話を聞きたくなる不
思議な魅力のある方で、変わった職歴を経て女性起業家
として、主婦として母として勢力的に活動されておられ
るのを背景に、整理収納のキホンの話は目からウロコの
お話でした。男性には興味がないお話かと思いましたが、
みなさん興味深げに聞いておられ、書類保管義務の必須
の我々業界こそ、ビジネスに直結する整理収納のキホン
が必要だと感じました。まだまだ、話し足りないと名残
りおしそうに言っていただいた片付けパンダさん、また
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借りしたい、もっと情報が共有出来れば、もっとみなさ

いただいたあなたのための勉強会をしましょう、どう？

支 部 だ よ り

「空き家であなたの夢実現プロジェクト」事業相談会
村田幹夫

業務委員

宇部市役所総合政

今回の相談会では起業創業や移住定住支援に住み

策部政策企画課より

替えや空き家を利用して頂こうということで支援制度

の依頼で「空き家で

の説明や相談を受け付けました。これからも宇部市と

あなたの夢実現プロ

しっかりタッグを組んでやっていこうと思います。

ジェクト」事業相談
会にアドバイザー
として宅建協会へ派遣の依頼がありました。７月20日
は西岐波ふれあいセンターにて木原理事、21日は厚南
市民センターにて栗原理事、25日はにぎわい宇部にて
村田理事が18時より出席いたしました。

平成28年度価格査定を実施する
業務委員長

浅川幸則

７月14日㈭、13時から17時の予定で宇部マテ「フレッ

れぞれを皆で意見交換して価

セラコート」で価格査定を

格の見直しを行い価格査定を

行いました。713ポイント

実施しました。査定員の皆さ

を23名で査定しました。

まには予定した時間ぎりぎり

１ポイント、１ポイン

まで頑張っていただきまし

トを多数の査定員の目で

た。紙面をお借りして御礼申
し上げます。

「確認・査定」を行い、そ

会
○入会者
１．沖廣

員

茂樹

２．大塚
３．松本

動

き

積和不動産中国㈱
下関営業所 宇部店 支店長変更
㈲盛大不動産
専任取引士変更

２．市川由起子
○退会者
１．胡麻本

の

稔
英敏
哲明

積和不動産中国㈱
下関営業所 宇部店 支店長変更
㈲盛大不動産
専任取引士変更
ハートフル不動産㈱
免許取消

○所在地変更
１．㈱ビクシガル
２．㈲盛大不動産
３．㈱うめの部屋

新
新
新

山陽小野田市大字有帆280番地19
宇部市浜町1丁目3番20号
宇部市南小串2丁目3-6

○FAX番号変更
１．石本住販

新

0836-38-7777

免許更新のお知らせ
業

者

名

㈱ピクシガル
㈲司不動産
㈱島田工務店
大建不動産
㈲リアル・エステート
岩崎不動産㈲
橋本工務店
㈲ふじ企画
㈲大徳建設
宮田商事㈱
セトハラ㈱
ワイケイ開発㈲
㈲大 辰
西京測量設計㈱
㈱総合不動産
藤本建設㈱

免許年月日

書類提出期限

H28．11． 1
H28．11． 7
H28．11．25
H28．12． 8
H28．12．15
H28．12．21
H28．12．27
H29． 1． 4
H29． 1．24
H29． 1．29
H29． 2． 2
H29． 2．15
H29． 2．15
H29． 2．21
H29． 2．22
H29． 2．23

H28．10． 1
H28．10． 7
H28．10．25
H28．11． 8
H28．11．15
H28．11．21
H28．11．27
H28．12． 4
H28．12．24
H28．12．29
H29． 1． 2
H29． 1．15
H29． 1．15
H29． 1．21
H29． 1．22
H29． 1．23

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）
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中古住宅流通と改正宅地建物取引業法について
山口支部長

西村俊爾

中古住宅の取引の活性化を目的とする宅地建物取
引業法の一部改正が国会で成立しました。改正法で

を公表しています。今回の宅建業法改正は、当事者

は、消費者が安心して中古住宅を取得出来るように、

にインスペクションの活用を強制するものではなく、

物件を仲介する業者が買手に対して、インスペクショ

当事者にインスペクションを活用するか否かは当事

ン（住宅診断）を実施するか否かを義務づける事とな

者の選択に委ねられていますが、改正法の効果とし

りました。既に御承知のとおり、日本では2013年の

て当事者の背中を押すことになり、普及は進むもの

調査で約820万戸の空家（住宅総戸数の13.5％）があ

と思われます。

り、2035年には何と1400万戸にふくらむと予想され

さて、住宅診断を行えば、建物の安全性が確認出

ています。一方、中古住宅の取引は2013年で14.7％

来ることと、購入後のリフォームの計画なども立て

と欧米に比べて大幅に低いのが現状です。その原因

やすくなる。又、建物の状況を把握した上で契約で

のひとつが中古住宅の質に対する不安です。購入し

きるので、その後のトラブルも少なくなると思われ

た後、不具合が発生してトラブルになるケースが多

ます。一方、心配な点として、仲介業者が診断する

いのが事実です。これに基づき、国交省が打ち出し

人（インスペクター）をあっせん出来るようにした為

たのが、第３者である建築士などが、建物のひび割

に、紹介してくれた不動産業者に配慮して正しい診

れや雨漏りのような、建物の劣化の状態を調べるイ

断が出来るだろうかという点もあり、診断する建築

ンスペクション（住宅診断）です。アメリカでは実に

士の中立性が担保出来る仕組みが必要だという声も

中古物件の買主の80％が実施していますが、日本で

あります。

はまだまだ少ないのが現状です。どうも欧米では住

次に中古住宅瑕疵保険です。中古住宅瑕疵保険と

宅を資産として考えて細めに手入れを行い、大切に

は、物件の引渡後に発生した雨漏りや構造的な不具

使ってゆくという習慣がありますが、日本人は土地

合に対して補修費用を保証する保険です。瑕疵とは

は資産として考えるものの、建物は耐久消費財とし

構造耐久力上、主要な部分と雨水の浸入を防止する

て考えている人が多い為、いったん購入すると後の

部分の欠陥を指しています。保険に加入するメリッ

手入れは行わないという例が多いようです。今回の

トとしては、

法改正で売買を仲介する業者はまず、住宅診断を行

①建物に大きな瑕疵がある可能性を把握できる。

うかどうかを顧客に確認し、実施した場合にはその

②建物について1,000万円まで、最長５年の保証

結果を買手に説明することが義務づけられます。又、
契約時には建物の基礎、外壁などの状況を書面で、
売手と買手に示すことも必要になります。国交省は
当初、診断そのものを義務づけることも検討してい
ましたが、負担増を心配する業界から流通を阻害す
る恐れもあるということで、確認のみに止めました。
すでに2013年（平成25年）に国交省は「既存住宅イ
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ンスペクション・ガイドライン」

がある。
③保証があるから建物に万一のことがあっても大
きな費用負担がない。
④「保険付保証証明書」が中古住宅取得に係る減税
等の適用に必要な証明書類として使える
（但し、減税の為には種々の条件をクリアーしな
ければなりません）。

支 部 だ よ り
これに対して瑕疵保険の保証がない場合、

（最長５年）に瑕疵が発生しないか」といった観点で、

①引渡後に発見された建物に問題が生じた場合は

検査が行われるということです。

全額自己負担になる可能性がある。

中古住宅の購入に迷っている消費者に対して物件

②売主が瑕疵の修復に応じてくれない。

の瑕疵は最大の不安要素であるだけに、インスペク

③瑕疵の修復に予想以上の出費になる。

ションをうまく利用出来る仕組みが出来れば中古住

④瑕疵が発見されていればそもそも買わなかった。

宅流通が活性化すると同時に、インスペクションの

以上のような点が考えられますが、瑕疵保険の調

結果をふまえた補修、リフォーム、瑕疵保険・保証、

査はあくまで保険をかける為のもので、将来のメン

アフターサービスなど種々の関連ビジネスの可能性

テナンスやリフォームについてアドバイス等がある

も広がると思われますが、まだまだ情報も少なく、

わけではありません。当然のことですが、保険がか

今後研修等を通じて正しい知識を身につけて、ユー

かっているからといって建物が長持ちするわけでは

ザーに発信してゆく必要があると思われます。

ありません。検査会社（保証会社）は「保険期間中

新入会員のご紹介
田村建材株式会社
支店長

能美

山口小郡支店

誠俊

〒754-0031 山口市小郡新町五丁目5番3号
TEL：083-976-8444 FAX：083-976-8444
山口県知事免許(4)2973
ローソン

ただくこととなりました。弊社の経営理念である「ともに豊か

県道28号

至小郡

に」の精神で頑張ってまいりますので、これからもハウスドゥ！山口平川店ともどもご

椹野川

ハウスドゥ！
山口小郡店

この度は皆様のお力添えの元、小郡に新店舗を出店させてい

上郷駅

おります。

国道９号

小郡
スーパー
ボウル

ます。平素からハウスドゥ！山口平川店では大変お世話になって

至県庁

この度山口県宅建協会山口支部に新規入会させて頂きました、
田村建材株式会社（ハウスドゥ！山口小郡店）能美誠俊と申し

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

株式会社 High wood
代表取締役

渡辺

俊一

〒753-0831 山口市平井159－1
TEL：083-902-5944 FAX：083-902-5904
山口県知事免許(1)3542
至９号線

この度山口県宅建協会山口支部に新規入会させて頂きました、
株式会社 High woodの渡辺俊一と申します。
エディオン
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号

入会して不動産業の方にも力を入れていきたいと思っております。

県道61号

至防府

山口中央高校

椹野川

ベスト電器

不動産業においてはまだまだ駆け出しの新米ですので皆様のご指導、ご鞭撻を賜ります

県道

High wood

弊社は主に建設業を営んでおりましたが、この度宅建協会に

よう、宜しくお願い申し上げます。
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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７月26日㈫山口市湯田温泉のセント

ではないかと思いますが、会員の健康に対する意識

コア山口におきまして山口支部研修会が会員約60名

の向上のために、
「健康長寿のための生活習慣～あな

の多数のご出席を頂き開催されました。

たの情報は正しいですか～」の演題で、講師は糖尿病

まず、西村支部長にご挨拶頂いた後、第１講として、
山口税務署

統括国税調査官

岩戸次男様にご講演

講演をいただきました。日本人の罹患し易い病気と

頂きました。演題は「平成28年度税制改正について」。

その防止法、日々の生活における留意点、適度な運

「土地・建物を譲渡した場合の特例についての改正」

動の必要性、認知症に関すること、その他様々な健

に関して、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の

康に関する内容をご講演いただきました。

特別控除の特例が創設され、それに関し、具体的な

２時間にわたる研修会でしたが、非常に有意義な

内容をお示しいただきながら非常に分かり易くご講

研修会でありました。会員の健康に対する意識の向

演いただきました。

上が図れたのではないかと思います。

続いて第２講として、このたび初の試みになるの
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看護認定看護師・診療看護師の中山法子様によるご

私は、今日からウォーキングを始めようと思います。

支 部 だ よ り

平成28年度第２回山口支部ゴルフコンペ開催
コンペ結果
グロス NET
優 勝 小林
壽
91
64.0
準優勝 永見
勝 105
69.0
３ 位 松浦 康治
96
69.0
ベストグロス 91
小林
壽、大川内拓生
ピオン」と次回も連覇を目指して頑張って下さ
（写真

左

スタート前にて

写真右

優勝者

㈲トモ企画

小林

い。準優勝は㈱エスピーデータの永見社長さん

壽氏）

です。永見社長は昨年からのご参加でもう上位
８月24日㈬！今年は雨が全く降らない、とて

まらないグリーンにより奥に流れて行き、奥か

入賞とゴルフの成長が素晴らしいですね。この

も暑い～暑い～猛暑の８月に第２回宅建協会山

らは10フィートのスピードに乗って球はどこま

ままでは次回は優勝！が見えております。ハン

口支部ゴルフコンペが開催されました。この灼

でも転がる～（涙）とホールアウトまで息の抜

ディは少し減りますがまだまだ優勝は勝ち取れ

熱のラウンドに挑んだ精鋭24名が暑さに打ち勝

けない超難関コースです。

ますから是非頑張って頂きたいと思います。３
位はミサワホーム中国㈱の松浦部長さんです。

ち全員が何事も無く無事にラウンド終了出来ま

さて、言い訳ばかりの情け無いゴルフをいた

した。
（この日の気温も35℃）主催者として無事

しました筆者の私ですが、この難コースを制し

松浦さんは準優勝と同NETだったのですが、年

にコンペが終了した事が大変良かったと思って

た優勝者は有限会社トモ企画の小林

長者上位の為、３位という結果になりました。

おります。

でした。小林社長は初優勝であります！！更

本当に惜しかったのですが、なんと第４位が同

さて、今回開催のコースは山口市阿知須の宇

に、今回のベストグロス賞、ドラコン賞も頂い

会社の白川店長！これもまた同NET（驚）と３

部72カントリークラブ阿知須コース！最近行

ての完全優勝で御座います。優勝という賞は勿

位の松浦部長が上司に意地を見せつける素晴ら

かれた方はご存知と思いますが、この日は近隣

論嬉しいことですが、ベストグロス賞で優勝と

しい結果となりました。松浦部長！流石です！

のゴルフ場では最難関と言われているバミュー

なるとハンディ関係なく実力で勝ち取った真の

次回の開催は10月を予定致しております。初

ダ芝のメイングリーンでした。元々距離の長い

優勝者です！本当に素晴らしい事です。是非皆

参加の方も大歓迎ですので、お気軽に奮ってご

コースに付け加え、プレイヤーのナイスショッ

様にお伝えしたのでこの記事をお読みの方は小

参加頂きますようお願い致します。

トを嘲笑うかのように直接オンすれば固くて止

林社長にお声を掛けてください。
「真のチャン

会

員

の

動

◎代表者変更
・成泰不動産㈱
（新）柴田 真克（専取）（旧）柴田 篤子
・山口大学生活協同組合 （新）中井
傑 （旧）野崎 浩二
・熊野舗道工業㈱ （新）熊野 智史 （旧）熊野 和憲
代表者 岩城
代表者 山根

俊哉
延夫

◎住 所 変 更
・㈱アライブ
（新）〒753-0831 山口市平井688番地2
・積和不動産中国㈱ 山口営業所
（新）〒753-0831 山口市平井662番地
・㈱小郡不動産 （新）〒754-0002 山口市小郡下郷750番地
◎専任取引士変更
・㈱トピア
・熊野舗道工業㈱

（新）原田 典明 （旧）平中健太郎
（新）中山 貴子 （旧）横山
武

◎FAX番号変更
・㈲リトルサービス （新）083-923-0428
◎廃業・退会
・協栄不動産

上村

忠士

（ゴルフ幹事 右田 善弘）

免許更新のお知らせ

き

◎新規入会者
・田村建材㈱ 山口小郡支店 代表者・専任取引士 能美 誠俊
・㈱High wood
代
表
者 渡辺 俊一
専 任 取 引 士 長弘まり子

◎商号・代表者変更
・（新）㈱リンケン不動産
（旧）山口木造住宅㈱

壽さん

商

号

免許有効期限

周

防

土

地

㈱

H29．1．17

東

洋

住

販

㈱

H29．1．18

悌

信

商

会

H29．1．19

㈲

友

住

宅

H29．1．19

イ

H29．1．29

産

H29．1．29

㈱
㈱

サ
福

ン
山

タ
不

動

山

口

住

宅

㈲

H29．2．17

㈲

大

樹

産

業

H29．2．19

☆免許申請の手引きについて

免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課へ
提出ください。
詳しい内容は山口県住宅課のWebサイトの「宅地建物
取引業更新の手引き」をご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html
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防
府

hohu

不動産研修会開催
法務委員

古河和子
④

接客マナーの５原則

４階において

⑤

お客様のタイプに合わせましょう

第１講 「空き家バンク説明会」防府市役所総合政策課

⑥ セールストーク（クロージング）の具体的テクニック

平成28年７月５日㈫13時半より、デザインプラザ

第２講 「お客様の心をつかむ不動産接客術…
もう絶対よそのお店には行かせない！！」

の内容について、すぐに役立つ接客術を教えていた
だきました。

講師 ㈲ケイ・アンド・ワイ 温品 冨美子さん
を招き、第１回目の支部研修を行いました。
第１講では、この度防府市と防府支部が新たに協
定を結んだ、
「防府市定住促進住宅情報バンク（空き
家バンク）」についての説明と、物件の登録方法等に
ついてお話しいただきました。

防府支部の研修としては初めての体験型となる接遇
マナー講習でしたが、参加された方からは「人は左脳
派（思考型）と右脳派（感性型）のタイプに分かれてい
て、お客様のタイプを知ることでお客様に合わせるこ
とができる。又、お客様だけでなく今まで理解出来
なかったスタッフの言動についても理解出来るいい
機会になった」
「なかなか実施することが出来なかっ
これまでより、会員の皆様や消費者への利便性が向
上し、
『全国移住ナビ』
『山口県UJIターン支援サイト』
とも繋がり、同サイトからも見ることのできるように
なった「防府市空き家バンク」に積極的に登録するこ
とで、集客にも是非繋げていきたいと思いました。
第２講では、今回初めて商工会議所のエキスパート
バンク制度を利用、人材育成の専門講師をお呼びし
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①

顧客心理を学ぶ

②

ワンランク上のおもてなしをする気配りとは

③

初回来店のお客様対応

た従業員に対しての接客マナー講習が出来た」などの
感想も戴き、笑いのある楽しい研修となりました。

支 部 だ よ り

平成28年度標準事例地価格査定実施
業務委員長

宇多村智憲

平成28年８月18日㈭13時30分より、支部会議室

本年度は約750ポイントで実施しましたが、将来的

にて平成28年度の事例地価格査定を実施しました。

には市内1,000ポイントを目標として年々ポイントを

お盆明けの忙しい中23名の参加をいただき、５人×

増加させています。今後ますます精度の高い事例地

４グループで作業を行い、それぞれの経験と相場観

査定システムの構築を目指し頑張って参ります。

を持って粛々と進めていきました。

新入会員のご紹介
株式会社パスココーポレーション
代表取締役
専任取引士

佐野
建
荒川美紀枝

〒747-0035

防府市栄町二丁目3番14号
栄町ビル202号室
TEL：0835-25-2908 FAX：0835-21-5524
山口県知事(1)3536

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㈱パスココーポレーションの
佐野建と申します。
弊社では、建築工事を中心に土地にからむ取引を行っていき、お客様のニーズに答えていきたい
と考えております。
今後とも、ご指導よろしくお願い申し上げます。

会
◎退会者（正会員）
・周防工産㈲

兼政

博

員

の

動

き

◎所在地変更
・㈲三和不動産
防府市栄町一丁目6番12号 → 防府市栄町一丁目2番10号

◎FAX番号変更
・アイテム㈱
0835-28-0121 → 0835-28-8550
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周
南

shunan

周南支部・親睦旅行記【平成28年７月６日㈬～７月７日㈭】
総務委員

小林拓宏

仕事以外で新幹線乗ることはこの旅行くらいしか

島訪問」親睦旅行の目的地は伊勢以外考えられないで

年間で思いつかない、何となく座席に落ち着いたら

しょう、まず昼食は松坂牛のステーキを堪能もちろ

一本目を「プシュー」と、さあ２日間、身も心も肩の

ん冷えたビール付き、二見が浦では幼稚園の遠足で

力を抜いた旅の始まり始まり。時刻は朝の８時を過

来た子供達が声をそろえて「夫婦岩」と叫び記念写真

ぎた頃、朝酒で仕事の日常から非日常へと気持ちが

を撮っていた、ものすごく暑かったけど、ちょっと

切り替わっていくのが心地よい。

ほっこりしていよいよパワースポット伊勢神宮、語

4月から総務の担当になり旅行や忘年会と親睦に係

り尽くせないので生きものたちが元気をくれる、感

る事しか考えていない、おいおい総会とかも大事な

動の世界「鳥羽水族館」へ、閉館前で空いていて貴重

業務だぞ、と誰かに言われそうだけど、それはまた

なシーンが観れて楽しかった。

その時モードを切り替えます。
「一生に一度はお伊勢
詣り」
「5月開催された伊勢志摩サミット・オバマ広

夜は宴会、翌日は観光とゴルフに別れ3時頃合流、
バスの中での成績発表でものすごいサプライズ、おー
とどよめきがあがり、楽しかった２日間も帰宅の途
へとつきました。
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支 部 だ よ り

平成28年度価格査定について
業務委員長

佐野

弘

７月14日㈭に支部会員様39名のご協力をいただき恒
例の価格査定の為の標準事例地の価格の見直し作業を行
いました。周南支部の価格査定ポイントは旧徳山、新南
陽、下松、光、大和で927ポイントです。例年40名程度
のご参加をいただき約８名５班に分かれての作業でした
が今年度は割当地域の見直しを行い約10名４班に変更
しての査定作業となりました。班構成を変更したため各
班の見直しポイントが約50ポイントずつ増えたため作
業の皆様のご負担が増えましたが予定時間を超過して作
業していただきました。ご参加いただきました会員の皆
様には深く感謝いたしますとともにお礼申し上げます。

作業終了後は懇親会会場に移動しての和気あいあいで楽
しい一時でした。価格査定システムは宅建業法上の「宅
地建物取引業者が価格又は評価額について意見を述べる
ときの根拠」となり大変有用なシステムです。周南支部
でも昨年は1,075件のご利用をいただきました。今後さ
らなる価格の信憑性向上の為、見直し作業には会員様多
数のご参加をお願いいたしますと共に益々のご利用をお
願いいたします。

平成28年度第1回周南支部研修会
法務委員長

松尾泰治

開催日

平成28年８月８日㈪

場

周南地域地場産業センター

所

出席者

第２講 「マイホーム取得時の所得税及び贈与税」
講師

徳山税務署 資産課税部門 統括国税調査官
山下展広

53名

様

伊藤悦子

様

不動産に関する税法及び税情報を日々把握しておくこ
第１講 「人権問題について」
講師

とは、我々宅建業者において非常に重要かつ欠かせない

山口県環境生活部人権対策室

ことです。毎年改正される税率や税のしくみを、詳細に

小田村清

分かりやすく講師の方にご講義いただきました。

様

宅建業における人権に関する議題として、協会のガイ
ドラインに基づく会員の取組、特に民間賃貸住宅におけ

第３講 「中古住宅市場とかし保険」

る住宅確保要配慮者の入居制限等、日々の業務において

～既存住宅瑕疵保険の賢い使い方～

人権を尊重し人権を侵害する事の無いよう努めていくこ

講師

とをあらためて考えました。

㈱日本住宅保証検査機構
中国支店支店長

西日本営業部

大久保卓己

様

メインのテーマとして、中古住宅市場の現状と住宅の
瑕疵に対する取組についてJIOの大久保様より、主にイ
ンスペクションに関する内容を中心にご講議をいただき
ました。宅建業法の一部改正（売買取引時における消費
者へのインスペクション実施の有無の説明義務等）が成
立し、売主と買主の情報の非対称が無いように宅建業者
の知識の向上がさらに求められるようになりました。今
後取引の根幹に関わるテーマでもあり、会員の皆さんは
熱心に勉強されておりました。
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岩
国

iwakuni

支部講習会について
法務委員

田中孝敏
平成28年７月14日㈭
の午後２時より午後４
時半まで、支部講習会
が、岩国市福祉会館に

応をしていないなどがあるとのことでした。具体例を話

て開催されました。

してくれて、１時間半ばっちり講習を受けました。
第３講は、
「家賃収納管理について」の話を、㈱アー

全部で90名の会員様
が参加され、支部長よ

ネット福岡支社の北原様よりして頂きました。
エアコンがあってもなお梅雨晴れの蒸し暑い中、皆最

り事務所移転のこと、空き家問題・３世代同居推進・結
婚応援団等で山口の人口を増やす考えの話による挨拶か

後まで熱心に聴講されていました。
皆様本当にご苦労様でした。

ら始まりました。
第１講は、
「ろうきん住宅ローンについて」の話を、中
国労働金庫岩国支店の次長、小野様と中国労働金庫ロー
ンセンター徳山の調査役、属様よりして頂きました。
第２講は、
「トラブル回避の為に契約書に書いておく
こと」の話を、杉村憲昭弁護士にして頂きました。よく
あるトラブルとして、売買なら①代金不払い②瑕疵担保
責任、賃貸なら①修繕②取り決め違反（ペット、騒音、
増改築等）③家賃滞納④明け渡し⑤敷金返還などがあ
り、紛争が起きる要因として①取引相手方に問題がある
②取り決めや説明が不十分③後のトラブルを想定した対

納涼情報交換会について
法務委員

田中孝敏

平成28年７月14日㈭の午後５時半より午後７時半ま
で、納涼情報交換会が、岩国シティビューホテル９F
（ASIA）で行われました。この前に行われた支部講習会
の講師である、杉村弁護士様と㈱アーネットの北原様も
一緒に参加して頂いて、全部で63名の会員様と混じっ
ていろいろな話をしながら、楽しく食事を頂きました。

毎年恒例の行事なのですが、今年は特に人数が多くて
迫力がありました。
ここに来る前、３時間も講習を受けていたにも関わら
ず、みなさん本当に元気で、２次会に流れる方も多数お
られました。
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支 部 だ よ り

事例地見直し作業について
法務委員

田中孝敏

平成28年７月７日㈭の午前10時より午後３時半まで、

あり、事務員さん一人では大変なので、皆で手伝うこと

平成28年度事例地見直し作業が、新しい宅建協会岩国

になり、事例地見直しで、本当にくたびれきった会員様

支部にて行われました。

が、気持ちよく手伝ってくれて、かなりの封筒が出来ま

全部で27名の会員様が、４班に分かれ、それぞれ竹
之内さん、斎藤さん、松前さん、塩田さんをリーダーに

した。本当に助かりました。
最後まで、全員で、本当につらい作業にもかかわらず、

して、かなりの数の事例地を評価致しました。この評価

笑い声が絶えないで行うことが出来て、大変良かった

の方法は、１班７名位が、一人ひとり、相場を伝え、一

です。皆様本当にお疲れ様でした。

番高い金額と安い金額を消して、残りを平均するという
風にして、決めます。みんなの金額が一緒になるという
ことは、めったになく、それぞれの思いが反映している
のだと思います。
なるべく早く終了しようと頑張って、見直し作業も３
時15分位で大体終わり、その後ついでに、新しい事務
所に移転したため、以前の封筒類にシールを貼る仕事が

萩

hagi

第４回理事会報告
萩支部長

平成28年８月１日㈪

澤村修一

研修会を下記のとおり執行することとした。

場所

サンライフ萩

日時

演題

⒈

山口県住宅課

人権について

⒉

税理士

空き家に関する税について

平成28年９月27日㈫
午後１時30分～午後４時30分

教養文化室３

竹内重信氏の黄綬褒章祝賀会に出席
萩支部長

澤村修一

平成28年７月17日㈰

（一社）山口県萩宅建協会理事
竹内重信氏が、土地家屋調査士
業にて受賞され祝賀会にお招き
いただき支部会員が出席いたし
ました。
誠におめでとうございます。
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柳
井

yanai

平成28年度第１回支部研修会開催
平成28年９月９日 ㈮ 午後２時より柳井市文化福
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23名の方が出席されました。
第１講は㈱西京銀行 地域連携部 副調査役 田
中豊様をお迎えし、
「もめない遺産相続」の講演を頂
きました。 続いて、あなたの未来創造室 長峰光子
様に「本当にあった遺産相続」について実際の過去の
事例のお話をして頂きました。皆さん熱心に聞いて

西京銀行

田中

豊様

西京銀行

おられました。
第２講は「柳井支部運営について」主計支部長より
支部運営についての説明がありました。当日の支部
研修会は今後の柳井支部運営に向けての重要な場の
為、臨時総会に切替え、内容精査のうえ、説明後１
件の議案を承認頂き可決成立しました。ご出席の皆
様大変お疲れ様でした。

長峰光子様

会場の様子

平成28年度第１回情報交換会開催
８月22日㈪午後１時より柳井支部事務局において、
平成28年度第１回情報交換会を開催いたしました。
６業者、７名の方が参加されました。
まずは、会員の皆さんが持ち寄った売買・賃貸の
物件資料の詳細説明を行い情報交換されました。
その後、町より依頼を受けた町有地の査定を、皆
さんで検討されました。後半は、主計支部長より、
宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、２年

26

以内には既存の建物の取引における情報提供の充実、
宅地建物取引業者に対し、買主等に対して建物状況
調査の結果の概要等を重要事項として説明、媒介契
約書、重要事項説明時インスペクション伝えないと
いけない事項の義務付けの説明と中古住宅売買時の
既存住宅瑕疵保険の紹介をされました。大変有意義
な情報交換会となりました。他の会員の皆様も、積
極的にご参加いただけますと幸いです。
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取引士の皆様へ

度の
1
に
年

5

法定講習は山口県宅建協会で
受講しましょう！

宅地建物取引士法定講習会受講に関するお願い
本会、
（一社）山口県宅建協会は山口県で唯一の取引士法定講習の指定団体とし
て２月・４月・６月・８月・10月・12月（偶数月の第２火曜日）の年６回講習会
を実施しておりましたが、平成28年度より（公社）全日本不動産協会山口県本部
も山口県より指定を受けて法定講習会を年２回（３月・９月）開催しております。
取引士法定講習会は、取引士有効期間満了前６ヶ月の間に実施される講習会を受講すれば良く、
（一社）
山口県宅建協会主催の年６回実施するいずれかの講習会を受講すれば、今まで通り取引士証の更新が
可能です。
取引士法定講習会は、本会事業の大きな柱のひとつでもあり、当事業規模の縮小は当協会運営に重大
な影響を与えますので、当協会会員、またその従業者の方々におかれましては、今までどおり（一社）山
口県宅建協会主催の取引士法定講習会を受講されますことをお願い申し上げます。更新の方には当協会
よりご案内状を送付しております。発送時期によっては（公社）全日本不動産協会から先にご案内状が届
く場合もあり、受講対象の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、当協会からも必ずご案内状が届
きますのでお待ちいただけますと幸いです。

今後の（一社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程
■日
時：平成28年12月13日㈫
■場
所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が平成29年２月14日から
平成29年４月10日までの更新の方
■案内発送日：平成28年10月26日㈬

■日
時：平成29年２月14日㈫
■場
所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が平成29年４月11日から
平成29年６月12日までの更新の方
■案内発送日：平成28年12月21日㈬
※ご案内は、更新の方が2回受講の機会があるようにお送りしておりますが、取引士の有効期限が
6ヶ月前からの受講が可能ですので早めの受講をご希望の方は、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
（一社）山口県宅地建物取引業協会

TEL 0 8 3 － 9 7 3 － 7 1 1 1
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№

支部

免許番号

商
入

号

退
代表者

会
№

等

支部

免許番号

商

会

退

号

代表者

会

1

山口

⑷ 2973

田村建材㈱山口小郡支店

能美

誠俊

1

防府

⒀ 680

周防工産㈲

兼政

博

2

防府

⑴ 3536

㈱パスココーポレーション

佐野

建

2

周南

⑽ 1415

㈲乗川地研

乗川

良介

3

岩国

⑴ 3538

㈲ユニアル

福本

寛之

3

周南

⑻ 1988

ウエマツ地建

植松

昭

4

山口

⑴ 3542

㈱High wood

渡辺

俊一

4

周南

⑴ 3390

マイランド山口

小島

義孝

界

会

他

員

次の方が他界されました。

№

支部

免許番号

商

号

代表者

心からご冥福をお祈り申し上げます。

1

下関

大臣⑶6178 ㈱原弘産

園田

匡克

２

周南

⑽ 1415

乗川

良介

㈲乗川地研

協 会 の 動 き
6月
8 水

14 火

第３回理事会

於 会館 出席者31名

第２回常務理事会

於 会館 出席者11名

第２回宅建取引士法定講習会

於 会館 西村

第１回正副会長・委員長会議

於 会館 出席者５名

試験事務説明会
17 金

7月

於 大阪 西村、神田

中国地区不動産公正取引協議会
於 広島 出席者８名
通常総会

12 火 第２回法務委員会

15 金

22 金

26 火

於 会館 出席者９名

ハトマークＲ住宅推進店
一日研修会

於 周南 出席者18名

長門市空き家セミナー・
無料相談会

於 長門 澤村

ハトマークＲ住宅推進店一日
研修会

於 会館 出席者31名

全宅連中国・四国地区連絡会

於 広島 上原

全宅連、全宅保証理事会

於 東京

上原

ハトマークR住宅推進店
一日研修会

於 下関 出席者33名

西日本不動産流通機構
定時総会

於 広島 上原、塩田

27 水 山口県知事挨拶

於 会館 出席者３名

27 月 第２回業務委員会

於 会館 出席者11名

29 金 第３回業務委員会

於 会館 出席者11名

28 火 全宅連・全宅保証定時総会

於 東京 出席者４名

31 日

29 水 全宅管理定時社員総会

於 東京 出席者４名

24 金

全宅管理理事会

下関市空き家セミナー・
無料相談会

松村

於 下関 林、大田

8月
7月
1 金

ハトマークＲ住宅推進店
一日研修会

第３回宅建取引士法定講習会

於 会館 竹之内

全宅連中国地区会長会

於 広島 上原
於 山口 西山

4 月 第２回総務委員会

於 会館 出席者10名

19 金 保証機能のあり方検討委員会

5 火 正副業務委員長打合せ

於 会館 尾村、大田

24 水

29 月 不動産無料相談所相談員研修会 於 会館 出席者35名

8 金

ハトマークＲ住宅推進店
一日研修会

於萩

9 土

山口市空き家セミナー・無料
相談会

於 山口 篠原、神田

12 火 ゆとり協事業実行委員会

30

於 岩国 出席者９名

9 火

於

出席者３名

山口
神田
県庁

30 火

都道府県協会長・
全宅保証本部長合同会議

賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会

於 秋田 上原

於 東京 上原

倫

理

綱

領

我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、
ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえること
を誓うものである。
１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任を
もって社会に貢献する。
２．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門
的知識の向上に努める。
３．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
４．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
５．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力
によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。
公益社団法人

全国宅地建物取引業協会連合会

一般社団法人

山口県宅地建物取引業協会

ハトマークグル ー プ・ビジョン
私 た ち「 ハト マ ー クグ ル ー プ 」は 、み ん な を 笑 顔 に す る
た めに 、地 域 に 寄り添 い 、生 活 サ ポ ート の パ ートナ ー に
なることを 目 指します 。
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支部お薦めシリーズ

57

下関支部

下関海峡マラソン

今年も11月６日㈰に第９回下関海響マラソンが
開催されます。
フルマラソンは日本陸連公認となっており、全国
から一万人のランナーが集う一大イベントです。
海峡メッセ下関（海峡ゆめタワー）をスタート地
点に、壇之浦・赤間神宮・関門橋・唐戸市場・カモ
ンワーフ・巌流島・彦島大橋・長州出島など下関の
名所を望みながら、周防灘・響灘シーサイドを走行
する国内屈指のコースです。
また、｢全国ランニン
グ大会100撰｣で、第６
位。初回以来８年連続
10位以内と、大会運営・ボランティア・沿道の応援なども非常に高く評価され
ています。
今年は、フルマラソン定員9000人分（先着順）が、たった56分で受付終了と
なり、ますます大会の人気が上がっているようです。
（昨年は78分で受付終了）
エントリーは、毎年５月下旬。フルマラソンのほか、５km、２kmコースも用
意されています。皆さんも、風光明媚な下関海響マラソンにチャレンジされて
みませんか？

下関支部

時事
雑想

清

水

謙

治

すっかりと秋風に吹か

より盛り上がったと思います。卓球個人でまさかの

れて、暑かった夏を思い

初戦敗退を喫した石川選手は、団体では全５試合を

出します。今年の夏はリ

全て勝つという活躍に、とても強い精神力を見せて

オ・オリンピックでとて

もらいました。その他の日本選手の活躍にも、とて

も盛り上がりました。そ

も素晴らしい感動を頂きましたが、地元びいきの感

れも県ゆかりの選手の活躍に、大きな感動をもらい

情があるのか、どうしても特別に応援してしまう気

ました。県民栄誉賞を贈られた、山口市出身の柔道

持ちは、私だけではないと思います。

男子73㎏級で、見事金メダルを獲得した大野将平選

８月13日に、下関市に帰郷されていた安倍総理

手を筆頭に、県スポーツ・文化特別褒章を受けた４

が、全ての日本選手の活躍がとても嬉しいですが、

人、下関市出身で柔道男子100㎏超級銀メダルの原

山口県出身の選手、特に下関市出身の選手は気にか

沢久喜選手、柳井学園高出身のレスリング男子グレ

けて見てしまいますと言われていました。いろいろ

コローマンスタイル59㎏級で、銀メダルを獲得した

なドラマを見せてもらったオリンピックには、すば

太田忍選手、野田学園高出身の卓球男子団体で、銀

らしい感動を与えてもらえます。４年後にこの感動

メダルの吉村真晴選手、山口市出身の卓球女子団体

が東京で見られるなんて、どうにか都合をつけて生

で、銅メダルの石川佳純選手の活躍に、山口県民は

で見たいと心から思いました。
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