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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。

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

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。

ハトマークグループ・ビジョン
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会　長　上  原  祥  典

平成29年迎春
新年あけましておめでとうございます。

　夢と希望を持ち、すがすがしい新年をお迎えになられた
こととお慶び申し上げます。会員皆様方のご多幸とご健勝
を心より祈念申し上げます。
　今年の干支は酉年（とりどし）ですが、実際には「にわと
り」のことです。にわとりは朝いちばん（新年一番）に鳴く
鳥のため、縁起が良く、さらには商売関係にもよい干支と
されています。「とり→とりこむ」で、商売に繋がるとも言
われています。
　しかし、今年も天災等に見舞われるおそれもありますので、
十二分に防災等に心がける必要があろうかと思われます。
昨年４月14日21時26分に熊本県を中心として発生した地震
にあっては、気象庁震度階級区分最も大きい震度７を観測
し、その後毎日のように余震が続き、その結果、新耐震基
準の住宅までもが倒壊したことは周知のことと思います。
　災害緊急時の仮設住宅の提供の協力は勿論、木造住宅の
耐震診断は、各市町村単位で無料診断や補助金制度が限定
的に講じられており、１棟でも多く地震に強い住宅の普及
等に、我々宅地建物取引業者の使命として今後も大きな課
題として掲げ、実践しなければならないと実感していると
ころです。
　国交省の住生活基本計画が平成28年３月18日に発表され
ました。その中でも既存住宅流通の市場規模４兆円（平成
25）➡８兆円（平成37）、リフォームの市場規模７兆円（平成
25）➡12兆円（平成37）の成果指標として掲げられていま
すが、その一助として宅建業法の一部改正や未来への投資
を実現する経済対策として住宅ストック循環支援事業による
補助金制度が昨年11月１日より実施されているところです。
宅地建物取引業法の一部改正について
⑴既存建物取引時の情報提供の充実として
①媒介契約締結時　②重要事項説明時　③売買契約締結時　
それぞれ３つのタイミングで宅建業者が消費者に対して
インスペクションを行う義務が発生することになります。
（公布の日より２年以内の施行）
⑵消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上としては、
①弁済の対象からの宅建業者の除外や②事業者団体に対し
て従業者への体系的な研修を課す規定などが講じられるこ
ととなっています。（公布の日より１年以内の施行）
国交省の住宅リフォーム補助金事業
　2014年から始まっている国交省の長寿命化リフォーム補
助金制度に、新たに、三世代同居等の複数世帯の同居への
対応に資する補助制度やさらには新規「リフォーム推進事
業」として新たに、昨年度第２次補正予算の成立（10月11
日）により、既に11月１日からスタートしている住宅ストッ
ク循環支援事業等があります。
　本年度は上記のような国交省のリフォーム補助金を様々
なか

・ ・ ・

たちで消費者に使い分けられるように、補助金の内容
の熟知、インスペクションの実践、既存住宅売買瑕疵保険

への加入促進、良質な住宅ストックの形成、既存住宅流通・
耐震性を有する優良なリフォーム市場の拡大など、事業各
種について推進していただきたいと思います。
　ハトマーク空き家相談会空き家に関する取り組みとして、
我々宅建業者及び宅建協会ではどうすれば魅力的な街づく
りができ、街を活性化することができるのか、行政と一緒
になって考え、協力していく必要があります。昨年の11月
23日、山口県内一斉空き家無料相談会も初年度に引続き開
催し、徐々にではありますが実績を上げつつあります。社
会問題となっている以上、これからも空き家無料相談会を
さらに充実させていかなければならないと考えております。
　空家対策の３本柱は利・活用と除却、管理にあります。
今後ますます空き家が増大していき我々専門業者としての
必要性やその能力を最大限発揮していくためにも、専門的
知識の能力向上や、地域の人たちに役に立つ、喜ばれる空き
家無料相談業務の研究に努力していかなければなりません。
　山口県居住支援協議会も昨年の12月に住宅確保要配慮者
あんしん居住支援事業説明会を開催しました。県、各市町
の住宅・福祉部局や不動産関係団体等多数の構成員によっ
て、福祉の向上と住みやすい地域づくり、住宅確保要配慮
者の民間賃貸住宅の円滑な入居促進を目指しているところ
です。今後一人でも多くの住宅要配慮者が様々な問題点を
クリアーして、安心して住める住宅の提供と入居の促進に
ついて、なお、一層の会員皆様方のご協力を賜りますよう、
よろしくお願いいたします。
　やまぐち三世代同居・近居推進協議会は昨年５月30日、
前田山口県土木建築部長を代表として設立されたばかりで
す。本会でもやまぐち三世代同居・近居パスポート制度を
利活用しているところです。補助金の利用や引越代、仲介
手数料の割引き等々様々なサービスがございます。６月１
日より募集しはじめ約半年で最大30戸に対して28戸の活用
とのこと、順調なスタートを切っているところです。この
パスポート制度の周知徹底を図るとともに、パスポートへ
の協賛社を随時募集して参りますので、是非、協賛ご協力
のほどよろしくお願いいたします。
　上記のとおり、行政と一体となった様々な事業がござい
ますが、本年度も皆様方のご理解とご協力により、ふさわ
しい成果が達成できますよう心からお願い申し上げます。
　又、当協会の事業も、前五郎丸会長のご努力のおかげで、
諸規程も整備され環境も整ってまいりました。ハトマーク
サイト山口の登録の促進、価格査定システムのポイント数
の増加充実、不動産無料相談会、各種研修会の開催等々、
会員皆様方の業務の推進に役立っていけるよう精進努力し
てまいる所存でございます。どうか本年度もよろしくお願
い申し上げますとともに、宅建協会をはじめ、会員皆様方
の益々のご発展とご繁栄、健康を祈念し、新年のご挨拶と
させていただきます。
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山口県知事　村  岡  嗣  政

平成29年

年頭知事挨拶

【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、本年がより良い年と
なりますことを心からお祈りいたします。
　今年は、県政運営の指針である「元気創出やまぐち！未来開
拓チャレンジプラン」の最終年度を迎えます。これまでの取組
によって、123に及ぶプランの数値目標には、順調な成果が得
られつつあります。今後も、これらの目標の達成を図り、より
高い水準を目指すとともに、県民誰もがはつらつと暮らせる
「活力みなぎる山口県」の実現に全力で取り組んでまいります。
　また、明治改元から150年の節目が、いよいよ来年に迫りま
した。国においても、日本の近代化の歩みを次の世代に残し
ていくため、国を挙げた取組を推進することとされています。
この「明治150年」に向け、先人たちの志と行動力に改めて学び、
現代が直面する人口減少問題などの困難に立ち向かっていく
力強い機運を、「明治維新胎動の地」である本県から盛り上げ
ていきたいと考えています。

【雇用の創出、定着・還流・移住の推進】
　こうした中、本県の人口は、依然として、若い世代を中心と
する社会減の流れに歯止めがかからず、厳しい状況が続いて
います。若者等の県外流出を食い止め、県内にとどめていくた
めには、その受け皿となる魅力ある雇用の場を創り出していか
なければなりません。
　このため、本県の強みやＪＡＸＡをはじめとする政府関係
機関の移転効果等を活かし、次世代産業の育成や戦略的な
企業誘致、意欲ある中堅・中小企業の成長支援などの取組を
進めることにより、地域産業の「稼ぐ力」をさらに高めてまい
ります。
　観光振興についても、今年は、ＪＲグループ等との連携に
よる「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」の
実施を予定しており、「やまぐち幕末ＩＳＨＩＮ祭」や、「平成の
薩長土肥連合」などの広域連携の取組とも相俟って、明治150
年を契機とする観光需要の一層の拡大を図ります。
　加えて、昨年は、リオデジャネイロオリンピック・パラリン
ピックをはじめ、県内においても、レノファ山口のＪ２デビュー
や総合サイクルイベントの開催など、スポーツが大きな話題を
集めました。その盛り上がりを追い風にして、スポーツを通じ
た交流人口の拡大にも取り組んでまいります。
　また、国内外に向けた本県の売り込みも進んでいます。昨年
は、首都圏への県産品の売り込み強化や、台湾、香港、東南
アジアでのトップセールスなどに取り組み、そうした中で、
山口宇部空港と韓国の仁川空港を結ぶ国際定期便の開設や、
台湾とのチャーター便の運航を実現することができました。今
後も、更なる取組を進め、確かな成果に結び付けてまいります。
　さらに、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、成長産業化を推進するとともに、若者や女性の就業
ニーズに応えるための環境整備や、創業等への支援も進め
ます。
　そして、こう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るなど、本県への新たな人の流れをしっ
かりと創り出してまいります。

【結婚・出産・子育て環境の整備】
　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、「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のほか、社会
全体で子どもや子育てを支える取組や、女性が安心して仕事
と子育てを両立するための環境づくり、ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現等に向けた「働き方改革」などを推進します。
　教育面では、全国一の設置率であるコミュニティ・スクール
の活動を一層活発化させ、社会総がかりによる「地域教育力
日本一」の取組を充実するとともに、郷土への理解や誇りを
育む教育などを通じて、やまぐちの未来を担う子どもたちの
育成に取り組みます。

【活力ある地域づくりの推進】
　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「やまぐち元気生活圏」づくりを促進し、地域資源を活かし
た新たなビジネスづくりを拡充することなどにより、将来にわ
たって持続可能で安心して生活できる地域社会の形成を進め、
地域の活力を高めてまいります。

【安心・安全の確保】
　もとより、県づくりの推進に当たっては、県民の皆様の安心・
安全を守ることが基本です。昨年は、熊本地震をはじめ、台風
10号による豪雨被害や鳥取県中部地震など、全国において大
規模な自然災害が多発しました。その実態等を踏まえながら、
今後の災害発生に備え、防災・減災対策を強化するとともに、
多様化・高度化する医療や福祉、介護への対応など、県民生
活の安心・安全の確保にしっかりと取り組んでまいります。

【今年の決意】
　今年の干支は「丁酉（ひのと・とり）」、動物で表すと「鶏」
です。古来、鶏は、中国では仁や徳を兼ね備えた吉運の象徴
と言われています。これにあやかり、本県が吉運のもとで、
直面する課題を「突破」していくことができるよう、私は、
市町や県民の皆様をはじめ、県内の幅広い主体と連携・協働
しながら、「活力みなぎる山口県」の実現に向けて邁進してまい
りますので、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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畑  原  基  成
山口県宅建県議団団長
山口県議会議長
山口県議会議員

平成29年

新年のごあいさつ

　明けましておめでとうございます。
　皆様には、それぞれの感慨や抱負を胸に、新たな年をお
迎えになられたことと存じます。
　さて、昨年は、各国・地域の首脳に係る出来事が多い１
年となりました。蔡英文氏が女性で初めて中華民国総統に
就任、歯に衣着せぬ発言が話題のドゥテルテ氏がフィリピ
ン大統領に就任、英国のEU離脱を支持する国民投票結果を
受けキャメロン首相が辞任、朴韓国大統領の知人・側近逮
捕による国内の混乱、そして、多くの予想を覆し米国大統
領選挙で政治経験のないトランプ氏が勝利するなど枚挙に
いとまがありません。
　その中にあって、わが国では、昨年５月に伊勢志摩で開
催された先進国首脳会議において、安倍総理は、世界経済
が直面するリスクに立ち向かうための「G７伊勢志摩経済イ
ニシアティブ」を取りまとめるなど、議長国として大きな成
果をあげられました。
　また、昨年７月の参議院選挙では、再び多くの国民の支
持を得て、安定的な政治基盤の上に、「未来への挑戦を続け、
しっかり結果を出していく」として、一億総活躍、地方創生、
農政新時代、そして地球儀を俯瞰する外交など、これまで
取り組んできた各課題に対してさらに力を入れる方針を強
く示され、日本が世界の中心で輝く国となるよう邁進して
おられます。
　昨年11月のトランプ氏との早期会談の実現や、先月の長
門市における、北方領土問題解決に向けた日露首脳会談の
実現は、まさに、政治の力とリーダーシップが如実に発揮
されたものではないかと体感しています。
　一方、山口県においては、人口が140万人を割り込む中
で、村岡知事は、人口減少問題に果敢に挑戦し、人口の流
出や少子化を食い止め、将来にわたって元気な山口県を創っ
ていくために、県政運営の指針である「元気創出やまぐち！
未来開拓チャレンジプラン」に即し、「山口県まち・ひと・
しごと創生総合戦略」に基づいて、諸施策を鋭意推進され
ています。昨年11月には、山口県と山口県議会で、国に対し、
首都圏から地方に人、企業の流れを促すための立法措置を
含め、抜本的な取組を要望しました。
　また、山口県独自の地方創生の取組がより実効性のある
ものとして推進されるよう、山口県議会においても、県内
の実情や課題、推進方策等について、独自の視点で調査研
究を進め、地方創生の取組に関する施策提言などを行うた
め、平成27年10月に「地方創生推進特別委員会」を設置し、
これまで９回の会議を重ね、本年最初の県議会定例会で委
員長報告を行う予定です。

　山口県宅地建物取引業協会におかれましても、県下の不
動産・住宅事情に精通された専門的な見地から、三世代の
同居・近居の取組をはじめ、空き家対策、住宅の耐震化の
促進や住宅セーフティネットの構築など、本県の諸施策に
対して、お力添えをいただいております。また、昨年は、
私事ですが、体調を崩し入院生活を経験しましたが、その
中で、手すりの設置や段差の解消といったバリアフリーの
重要性を体験し、生活弱者の方々にも優しい配慮が行き
届いた社会は、健常な方にとっても暮らしやすい社会であ
ることを実感しました。こうした中、皆様が、快適で住み
やすいまちづくりの推進や、県民の安心・安全な住宅の
確保に取り組まれておりますことは、誠に心強い限りであ
ります。
　このように、混沌とした国際情勢、さらには、わが国や
本県を取り巻く社会経済環境が一段と厳しさを増す中、「地
方創生なくして一億総活躍社会の実現はありえない」とい
う強い信念の下、国、県、市町、事業者、県民及び関係団
体が、それぞれの責務や役割を再認識し、相互の連携・協
力を一層強めて、個々の取組を加速・深化させていくことが、
私は不可欠であると考えています。
　昨年のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック
では、本県ゆかりの選手が大活躍され、７名のメダリスト
が誕生しました。
　その中で、圧倒的な強さで金メダルを獲得した柔道の大
野将平選手は、試合直後のインタビューに、「柔道という競
技の素晴らしさ、強さ、美しさを見ている皆様に伝えるこ
とができた」と笑顔も見せずに、うれしさを表現することよ
りも柔道家としてのあり方を口にしています。このことは、
常に志を高め、日々鍛錬を重ねてきたからこそ、金メダル
を獲得したという喜びを超越したコメントに至ったのでは
ないかと思います。
　また、昨年は、「やまぐち高校生県議会」を２回開催しま
したが、高校生議員からの意見や提案は、いずれも若者ら
しい新鮮な発想に立ったもので、大野選手のコメントと同
様に私にとって非常に刺激的なものでした。
　新しい年に向けて、県議会議長として、さらに志を高め、
昨年の経験を糧にして、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クを活かし、村岡知事や関係の皆様
との連携を一層深め、山口県の発展のためにさらなる努力
と精進を重ねる覚悟です。皆様の一層のご支援を心からお
願い申し上げます。
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平成28年度  第１回山口県不動産研修会報告

　平成28年度の本部研修会「第１回山口県不動産研修
会」が、９月13日㈫山口県セミナーパーク「講堂」にて
開催されました。今回は、176社195名の参加があり
ました。今年度から、会長が交代したという事があり、

第１講として「山口宅建28年度・29
年度構想について」と題して、上原
会長が講師を務められました。上原
会長の所信表明の様な講演で、新入
会員の拡大セミナーや支部間交流の
復活、既存住宅の促進（インスペク
ションの活用）や空き家相談会の促

進、情報交換会の活性化や不動産無料相談会の充実を図
る、本部研修会の開催地の検討や研修会のビデオをホー
ムページに掲載する、賃貸管理協会の設立をめざすや宅
建サポート山口を作り収益事業に取り組むなど、まだま
だ沢山の事柄を話されましたが、全部掲載していては
ページが足らなくなりますので省略します。御自身の今
までの生立ちから話されて、とてもユニークな講話だっ
たと思います。
　第２講は「人権に関する取組の考
え方」と題して、山口県環境生活部
人権対策室主幹の小田村様が講師と
して、企業等の社会的責任・山口県
人権推進指針・宅地建物取引業にお
ける人権に関する取組・居住支援協
議会における人権に関する取組・障
害者差別解消法等について講義をされました。人間尊重
を基本的な考え方とし、総合的に人権に関する取組を推
進する。人間尊重、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、自由・平等・
生命が、基本理念に基づいた取組を進めるキーワードだ
そうです。

　第３構は「居室内孤独死保険金支
払いからみた孤独死の現状と対策に
ついて」と題して㈱宅建ファミリー
共済関西営業所の井土様が、孤独死
の現状から、孤独死を補償する保険
商品の概要を説明されました。
　第４構は「宅地建物取引業法の一
部改正について」と「紛争処分事例
から学ぶ実務上の留意点」と題して、
（一財）不動産適正取引推進機構の村
川様に講話をしていただきました。
　一部改正については、既存建物の
取引における情報提供の充実と言う
事で、専門家によるインスペクショ

ンの活用を促す事で、事業者のあっせんに関する事項・
実施状況等に関する事項・建物の状況の確認事項の追加
が、改正されました。また宅地建物取引業の業務の適正
化及び効率化や、営業保証金制度等の改善、宅地建物取
引士等に対する研修の充実が改正されました。紛争事例
から学ぶ留意点としては、いろいろな紛争処分事例から
の御説明をしていただ
き、重要事項説明に関
するものが多いことを、
実感しました。
　今回参加された会員や
従業員の皆様、お疲れさ
までした。ありがとう
ございました。
　また法務委員会の皆さ
んには、心より感謝申し
上げます。ありがとう
ございました。

法務副委員長　清 水 謙 治

第１講　上原会長

第２講　小田村清 氏

第３講　井土茂 氏

第４講　村川隆生 氏

倫理綱領唱和

プ ロ グ ラ ム
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ハトマーク『空き家無料相談会』を開催！
～87名が来場、46件の相談に対応～

　平成28年11月23日（水・祝）昨年に引き

続き、県下８会場におきましてハトマーク「空

き家無料相談会」を開催いたしました。今年

度は第１部に「司法書士による空き家に関す

る家族信託と成年後見制度セミナー」を開催

し、第２部において司法書士、土地家屋調査士、

税理士、宅地建物取引士による個別相談会を

実施しました。

　現在人口減少・核家族化等により空き家が

増えて社会問題化しております。空き家数が

2013年には全国で820万戸となり、住宅総数

の13.5％を占めるまでに拡大していると言わ

れています。山口県でも11万4,000戸余の空

き家があるとみられています。国や地方公共団体もそ

の対策に乗り出していますが、住宅の流通に携わって

いる我々の業界としてはその減少に向け、無料相談会

等の開催により宅建協会だからこそ出来る社会貢献事

業をこれからも行っていきたいと思っています。

　山口県は人口が減少しています。今後も空き家は

益々増えてくると思われます。協会としても空き家

相談会をもっと身近なものにして流通を促し、少しで

も特定空き家等の減少に寄与したいと考えています。

会員の皆様の益々のご協力宜しくお願い致します。

業務委員長　尾 村 成 一

山口会場

個別相談　山口会場
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税
務
署
よ
り
お
知
ら
せ 国税に関するマイナンバー制度の最新情報

国税庁ホームページの
　　トップページ上段の をクリック

※事前準備が必要です。

税務署から確定申告のお知らせ

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」では、画面の案内に従って金額等
を入力すれば、税額などが自動計算され、所得
税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算
書などを作成できます。

平成28年度新規免許業者研修会
平成28年11月８日㈫　13：30～15：50
山口県不動産会館　３F　研修ホール

プログラム
　司会　竹之内早苗（法務委員）
　研修

テーマ 講　師 　時　間
1 組織について 総務委員長　　西山　菊市 13：30～14：00
2 業務について 業務委員長　　尾村　成一 14：10～15：00
3 宅建業法・関連法令について 法務副委員長　清水　謙治 15：10～15：50

　平成28年11月８日㈫　山口県不動産会館において、
平成27年10月以降の入会者を対象に平成28年度新規免
許業者研修会を開催し、24名の方が出席されました。
　研修は、西山総務委員長のハトマークグループ・ビジョ
ンと山口県宅建協会の組織についてから始まり、続いて
尾村業務委員長より業務委員会における事業内容等の説
明と、事務局より「ハトマークサイト山口」の機能の説
明、最後に清水法務副委員長より倫理綱領、倫理規程、

宅地建物取引業における人権に関する取組の指針につい
て、そして宅建業法に関する事項や業務上の注意事項に
ついて説明していただきました。西村法務委員長のピン
チヒッターとして講師を務められた清水法務副委員長
は、講師をするのは初めてと話されておりましたが、時
間が足りなくなるという盛りだくさんな内容でした。各
講師の体験談を含めた講義に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、
お願いいたします。

第１講　西山総務委員長 第２講　尾村業務委員長 第３講　清水法務副委員長

司 会
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山口県住宅課からのお知らせ

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」（平成28年6月7日公布　平成28年9月1日施行）
「都市再生特別措置法」等の改正に伴う重要事項説明の追加について

○都市再生特別措置法〔災害時にエネルギーを継続供給するための協定制度の創設〕
　・宅地建物取引業法施行令第３条第１項第33号が改正
　・都市再生特別措置法第45条の21第３項を説明すべき重要事項として追加

　都市再生安全確保計画に記載された事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定（非常用電
気供給施設協定）には、公告があった後において協定区域内の宅地所有者等となった者に対してもその効力を及
ぼす、いわゆる「承継効」が付与されていること。
【理由】�　非常用電気供給施設協定区域内にある宅地又は建物を購入等する者が、承継効を知らなかった場合、

協定に違反した場合の違約金等が課され不測の損害を被る可能性があるため。

○都市再開発法〔既存ストックを活用した市街地整備手法(個別利用区制度)の創設〕
　・宅地建物取引業法施行令第３条第１項第12号が改正
　・都市再開発法第95条の２を説明すべき重要事項として追加

　個別利用区制度は、個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、権利変換期日から工事完了公
告の日まで、当該宅地を使用収益できないこととされていること。
【理由】�　個別利用区域内の宅地又はその使用収益権を取得する者が、使用収益の停止を知らなかった場合、

当該購入者が権利変換期日から工事完了公告の日までの間に当該宅地を使用収益することを想定してい
たとしても、実際には使用収益できないなど不測の損害を被る可能性があるため。

○建築基準法
　・宅地建物取引業法施行令第２条の５第２号が改正
　・建築基準法第60条の３第１項を説明すべき重要事項として追加

　特定用途誘導地区に関する都市計画で、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定め
られたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならないこととされていること。
【理由】�　建築基準法の容積率制限、建築面積制限は、すべて重要事項として説明すべき法令に基づく制限とし

ているため。

「賃貸住宅管理業登録制度」に係る重要事項説明の追加について
○「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
　・第35条第１項第14号関係（平成28年９月１日施行）

　　賃貸住宅の媒介時

《改正前》
・管理者の氏名、住所を説明

《改正後》
・�管理者の氏名、住所及び賃貸住宅管理業者登録規程※

の登録番号
・登録を受けていない場合は、管理者の氏名、住所

重要事項説明書に記載し、その旨を説明

　※平成23年国土交通省告示第998号
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特集「マタハラ防止対策」厚労省が指針
　妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをする「マタニティーハラスメント（マタハラ）」について、厚生労働
省は企業が取るべき具体策などを盛り込んだ指針を決めました。指針はマタハラを行った社員に対し、厳正に対処すると
就業規則などの文書で規定するよう要求しています。厚労省によると、2015年度に全国の労働局に寄せられたマタハラ
の相談件数は4269件。前年度に比べ19％増え、過去最多だった。内訳は「妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱い」
が2650件、「育児休業関係の不利益な取り扱い」が1619件だった。

■事業者がマタハラ問題に関し雇用管理上講ずべき措置（平成29年１月１日から適用）■
⑴　事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
　・�職場における妊娠、出産等に関する否定的な言動がマタハラの発生の原因や背景となり得ること、職場における妊娠、
出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む全労働者に周知・啓発
すること

　・�マタハラ言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を就業規則その他の職場における
服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること

⑵　相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
　・相談窓口を設け、担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
　・セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること
⑶　マタハラに係る相談の申出があった場合の迅速かつ適切な対応
　・�事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合、速やかに被害労働者に対する配慮のための措置を適正に
行うこと

　・マタハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと
　・あらためてマタハラに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること
⑷　マタハラの原因や背景となる要因を解消するための措置
　・業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること
　・�妊娠労働者に対し制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら
自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発すること

⑸　⑴から⑷までの措置と併せて講ずべき措置
　・�相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知する
こと

　・�相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を周知・
啓発すること

　平成29年１月１日からは上記「妊娠・出産に関するハラスメント」の防止措置のほか、「育児・介護休業に関するハラス
メント」の防止措置などに関する男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正も実施されます。いずれも非常に複雑で
理解しにくいのですが、会社での対応策の検討・実施、就業規則の書き換えが必要となってくるので注意が必要です。

☞ブラック企業に対する社会的制裁は年々厳しくなっています。適正な労務管理を行いましょう。

■法律改正情報■
平成29年１月１日より65歳以上の労働者も

雇用保険の適用対象
例１　平成29年１月１日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用

した場合
　　→　雇用した時点から高年齢被保険者：届出必要
例２　平成28年12月までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年

１月１日以降も継続して雇用している場合
　　→　平成29年１月１日より高年齢被保険者：届出必要　
例３　高年齢継続被保険者である65歳以上の労働者を平成29年

１月１日以降も継続して雇用している場合
　　→　自動的に高年齢被保険者となる：届出不要

本当に実施？「プレミアムフライデー」
　経済産業省は月末の金曜に午後３時に仕事を終え、
空いた夕方を買い物や旅行などに充てる�「プレミ
アムフライデー」を平成29年２月24日から実施す
るよう働きかける方針を明らかにしました。世耕
弘成経産相と日本百貨店協会など流通関係９団体
との懇談会で、団体側が提案しました。１、２カ
月に１回のペースで全国で実施する予定。�同省は
小売り流通業界や観光業界、外食産業と協議を重
ね、11月中に概要を発表する。経団連など他の産
業界にも同調を求める予定。この原稿執筆時には
概要はまだ発表されていませんが、その内容に興
味が持たれます。

社会保険労務士よりお知らせ

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
人事・労務情報
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下関shimonoseki

平成28年度第１回下関支部ゴルフコンペ開催
ゴルフクラブ　大 井 信 夫

　10月19日㈬猛暑続きの今年夏をやり過ごして、ゴル
フベストシーズンが到来の中、Ｊ・ニクラウス設計
監修の下関ゴールデンクラブチャンピオンコースにて
第一回目のゴルフコンペを開催いたしました。
　本年の秋雨多しこの時期では有りましたが、心配に
及ばずの晴天で、６組23人に御参加頂きました。
　スモークボールによる始球式を上原祥典会長にお願
いし、色づき始めた木々、群れをなす大小のバンカー
や池を物ともせず、順次スタートしました。
　昨冬開催の同所コンペ時は猪堀穴土障害レースの様
でしたが、改善された今回はベストコンデションで競
技出来ました。

　平成28年度下関支部のスローガン「積小為大」に習っ
て私筆者はいつも通りの尺取虫打法で攻めましたが、
豈図らんや下関支部のゴルファーは皆さんパーオン狙
い、おまけに今回から「池ポチャ・ＯＢ・４パット」は
罰金対象（上限１日1,000円）となり、体の凍りついた
筆者をよそに皆さん晴れ晴れと上がって来られました。
　そして、コンペ結果（ダブルペリア方式）は
� � � グロス� ネット
優　勝� ㈱ガイア� 伊藤仁視� 73� 71.8
準優勝� ㈱上原不動産� 上原祥典� 99� 72.6
３　位� ㈱アイテックサービス� 廣井法夫� 79� 73.0

とハンデ1.2でも優勝と言うハイレベルの戦いと相成り
ました。
　元来、本ゴルフコンペの目的は「会員間の親睦」「健
康増進」「情報交換」を旨としています。
　下関支部関連者の皆様の中では女性ゴルファーも結
構いらっしゃるようにお聞きしていますが、女性の参
加が居ない支部行事はゴルフコンペだけです。
　本年度は第２回、３回と予定していますので、是非
各社、従業員、老若男女、上手下手問わず多数参加頂
きます様お願いいたします。

平成29年新春を迎え
下関支部長　林 真 一 郎

　輝かしい新春をご健勝にてお迎えの事と存じます。下
関支部にとり昨年のエポックは、上原祥典氏を県本部会
長に輩出する機会を頂いたことだと思います。間もなく
60周年を迎える当支部歴代先輩の皆様方から受け継い
だ英知を結集して、大きく変化を遂げようとする社会の
中で広く支持される協会運営に寄与出来るよう支部を挙
げて応援をして参りたいと存じます。
　さて、空き家対策に係る特別措置法全面施行後、下関
市と協定を結び、まちなみ住環境整備課と連携し市内公
民館で開催しています『空き家対策等の説明と無料個別
相談会』は回を重ね参加者も増加、県本部主導の相談会
とも相俟って定着して参りました。今や国家的課題とも
なりました当該施策に対し一定の成果を得る事が出来る

よう会員の皆様と共に取り組んで参りたいと存じます。
　一方、全政連において空き家対策に係る施策への一層
の貢献を実現すべく、宅地建物取引士に調査権を付与す
る要望活動も熱を帯びて参りました。又、中古市場整備
に関し、インスペクション・瑕疵保険付与等住宅性能表
示を促進することや民法改正への準備等研修課題は多岐
にわたります。一つ一つ着実に進めて参りたいと考えて
います。
　平成29年は『丁酉（ひのととり）の年』で、『仕事や挑
戦してきたことへの結果や果実を勝ち取る年』とも云わ
れます。会員の皆様にとって本年が、不断のご精進によ
り大きな成果を得る年となりますよう祈念し年頭に当
たってのご挨拶と致します。
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研修旅行・被災地「熊本」を訪ねて
総務委員長　西 山 菊 市

　10月24日㈪早朝に25名が集合し、一路 “熊本” へ
向かいました。バスは九州自動車道を南下し、最初の
見学地「熊本城」へ到着。４月に発生した〈熊本地震〉
で大きな被害を受けていることもあり、半年経った現
在も多くの部分が立ち入ることはできない状況ではあ
りましたが、二の丸広場や加藤神社の周辺から天守閣

や櫓などを見学することが出来ました。ボランティア
ガイドの方から説明を受けながら見学しましたが、地
震発生直後は瓦礫で塞がれていて通行不可になってい
たところも、瓦礫を取り除き、現在は少しずつ復旧さ
れているそうです。テレビなどで報道されていた倒壊
した石垣や、土塀、崩落した天守閣の屋根などを目の
当たりにすると、映像で見るものと直接見るというこ
とはこんなにも違うということを痛感しました。実際
に被害状況を見ることで地震への脅威を感じることが
でき、復興することの大変さを実感しました。
　次に向かった先は南阿蘇の湧き水の代名詞と言われ
る「白川水源」。地震の影響で迂回路が多かったですが、
水源自体はほとんど地震の影響なく湧水池の底から湧
き上がる天然水を間近で見ることができ、こんこんと
湧き出ている風景は自然の豊かさを実感しました。水

源にある「白川吉見
神社」は地震で鳥居
に亀裂や灯篭が倒
壊したりしたそうですが、今は修復されていて普通に
参拝することが出来ました。南阿蘇には他にも水源が
あり、「塩井社水源」は地震の影響で枯れてしまうという
現象が起きているそうです。
　「白川水源」を後にして、来た道を戻りながら九州自
動車道へと向かっていると時折バスが何かを踏んだよ
うに揺れるので車窓から外を見ると、道路にある看板
に『益城町』の文字が。バスが揺れたのは道路が隆起や
陥没した箇所を通ったからだとわかり、そこには他の
地域よりもあきらかに被害が甚大であったことがはっ
きりとわかる状態でした。屋根にかかっているブルー
シートの数や、倒壊したままの家屋や土塀、家屋に貼
られている〈危険（赤）〉・〈要注意（黄）〉・〈調査済（水
色）〉の紙も〈危険〉の紙が多かったです。復興にはほど
遠い景色を見ると、少しでも早く復興がすすむことを
願うばかりです。自然災害はいつどこで起きるか分か
らないので、災害の備えは万全にしておかなければい
けないと再認識しました。
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新年ごあいさつ
宇部支部長　松 村 　 誠 

　明けましておめでとうございます。
　新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げますとと
もに、会員の皆様にとりまして今年が良い年となります
ことを心からお祈りいたします。
　28年度地価は大都市においては下げ止まり、一部で
は上昇に転じるところもありました。地方都市も下が
り続けておりますが率が縮小してきております。支部
地域においては最近開発箇所が見受けられるようにな
り、需要が出てきたのではないかと思われます。空き家
住宅も引き続き問題となっており、国も自治体も頭を抱
えている課題です。自治体間でいかに自分のところに来
てもらえるか、アイデアの出し合いの感じがしておりま

す。私たちもこれをビジネスチャンスの一つとして捉え、
諸々の助成金、補助金等ありますので、知識を身につ
け事業に活かしていかなければなりません。これらに
ついての勉強会、研修会、情報の伝達を実施いたし
ます。
　会員の高齢化に伴い、零細企業ゆえの廃業により会員
数の減少が予想されます。安定した支部運営のために
会員数を維持しながら増員を図らなければなりません。
皆様方も開業の話を耳にされましたら、入会はぜひ『ハ
トマーク』へと声をかけて下さい。
　会員の皆様方のますますのご繁栄とご健康を祈念申し
あげまして新年のご挨拶とさせていただきます。

 新入会員のご紹介
株式会社コムズコーポレーション  宇部店
店長　 藤本　美和
〒755-0065　宇部市浜町2丁目6番2号
TEL：0836-35-5500　FAX：0836-35-5511
山口県知事免許(3)3027

　この度は山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂きまして、ありがとう
ございます。

　弊社は、山口県西部地区における不動産サービスのワンストップ化を推進しており、お客様はもちろん全てのステーク
ホルダー皆様の幅広い要望に応える為、宇部店を新規開設する運びとなりました。
　宇部店におきましては、賃貸管理事業の推進店舗として「選ばれる不動産サービス」の提供を中核に更なる顧客満足の創造を
目指してまいります。
　つきましては、社員一同さらなるサービスの向上を図り、皆様方のお役に立つ企業を目指し邁進する所存でございますので
多少にかかわらずご用命を賜りますようお願い申し上げます。

マラソン同好会
　11月６日㈰に『下関海峡マラソン2016』が開催され、
５kmの部に石本住販の石本さん、オータニの志馬さん、
フルマラソンの部にHomewayの木原さんの３名が参加
され、全員完走されました。今回もハトマークを背負っ

ての力走、ありがとう
ございました。次大
会もよろしくお願い
いたします（＾v＾）
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�

第４回寺子屋「たっけん」
業務委員長　浅 川 幸 則

　８月19日㈮に第４回寺子屋「たっけん」が支部事務局
にて開催されました。今回のテーマは「中古住宅の査定

についての意見交換、土地価格査定書の作成方法につい
て」ということでした。参加された皆さんは土地価格査
定書の作成方法は熟知しておられましたので、中古住宅
の査定についての意見交換を座長の栗原理事、木原理事
を中心にされました。皆さん、大変興味深いテーマだっ
たようでいろいろな質問や意見が出て、大変有意義な勉
強会だったように思います。
　寺子屋「たっけん」は、開業されたばかりの方、取引
士になられたばかりの方、あるいは今まで誰に聞いてい
いかわからず、この際聞いてみたい方等、皆さんの質問
に回答していくざっくばらんな会です。第５回の寺子屋
にも気軽にご参加下さい。

ろうきん住宅ローン説明会
業務委員長　浅 川 幸 則

　９月12日㈪に国際ホテル宇部にて、中国労働金庫
宇部支店による「ろうきん住宅ローン（３段階金利固
定型）」についての説明会がありました。このローンは
取り扱い期間が平成16年９月１日から平成16年12月
30日までの短期間ローンということもあり、多くの

皆さんが説明会
に参加されまし
た。ぜひご活用
下さい。中国労働金庫様、説明会本当にありがとうご
ざいました。

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）

○入会者
　１．和西　正義　エム・プラス� 新規入会
　２．永尾　元樹　新光産業㈱� 専任取引士変更
　３．佐伯和加子　㈱ビクシガル� 専任取引士変更
　４．藤本　美和　㈱コムズコーポレーション宇部店　新規入会

○退会者
　１．秋本　　実　㈱ビクシガル� 専任取引士変更
　２．池田　五月　流川企業㈱� 廃　業

会　員　の　動　き

免 許 更 新 の お 知 ら せ
業　者　名 免許年月日 書類提出期限

ワイケイ開発㈲ H29．2．15 H29．1．15
㈲大　辰 H29．2．15 H29．1．15
西京測量設計㈱ H29．2．21 H29．1．21
㈱総合不動産 H29．2．22 H29．1．22
藤本建設㈱ H29．2．23 H29．1．23
㈲山水企画 H29．3．��9 H29．2．��9
大栄建設㈱ H29．3．��9 H29．2．��9
コンパス H29．3．13 H29．2．13
厚保工務㈲ H29．5．16 H29．4．16
㈲エステートブラン H29．5．20 H29．4．20
㈲東建商事 H29．6．18 H29．5．18

業　者　名 免許年月日 書類提出期限
㈲アイリス不動産 H29．7．26 H29．6．26
中央地所 H29．8．27 H29．7．27
㈲西原産業 H29．8．31 H29．7．31
富士産業㈱ H29．9．��7 H29．8．��7
㈲ハウジングアルダ H29．9．14 H29．8．14
㈲フジ興産 H29．9．18 H29．8．18
浅川土地建物事務所 H29．9．24 H29．8．24

株式会社コムズコーポレーション  宇部店
店長　 藤本　美和
〒755-0065　宇部市浜町2丁目6番2号
TEL：0836-35-5500　FAX：0836-35-5511
山口県知事免許(3)3027

　この度は山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂きまして、ありがとう
ございます。

　弊社は、山口県西部地区における不動産サービスのワンストップ化を推進しており、お客様はもちろん全てのステーク
ホルダー皆様の幅広い要望に応える為、宇部店を新規開設する運びとなりました。
　宇部店におきましては、賃貸管理事業の推進店舗として「選ばれる不動産サービス」の提供を中核に更なる顧客満足の創造を
目指してまいります。
　つきましては、社員一同さらなるサービスの向上を図り、皆様方のお役に立つ企業を目指し邁進する所存でございますので
多少にかかわらずご用命を賜りますようお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
山口支部長　西 村 俊 爾 

　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様には心新たに新年をお迎えのこととお

慶び申し上げます。日頃は支部運営に関しまして多大

なるご理解とご協力を頂き、誠にありがとうござい

ます。深く御礼申し上げます。昨年度は本部、支部共

に役員改選の年であり、再度支部長に選任され、責任

の重さをひしひしと感じております。県本部も上原新

会長が選任され、新しいスタートを切りました。

　さて日本経済に目を向けますと、雇用や将来への

不安から経済の過半を占める個人消費の停滞感が強

まっています。家計の支出は減少し、節約指向の中、

物価の下落は続き、このままでは再びデフレに陥る

懸念もあります。一方、総務省が昨年７月に発表し

た人口動態調査によると、中国５県はいずれも人口

が減少し、中でも山口県はトップで１万1759人の減

少となり、人口減に歯止めがかかりません。又、空

き家問題なども深刻な社会問題化されつつある中で、

日本の人口は１億２千711万人（平成27年度国勢調

査）となり、平成22年に比べて人口は94万7000人も

減少しました。現在は８都県のみ人口増加、39道府

県で減少に見られるように、東京圏への一極集中は

更に加速化されていますが、今後は「都市再生特別措

置法等の一部を改正する法律」により、人口減少に伴

い、公共交通を軸に、まちがコン

パクトに集約されてゆくことにより、医療、介護サー

ビスの他、各種の行政サービス等も効率的に受けら

れることになります。山口市も昨年より「山口市立地

適正化計画策定会議会」や「山口市総合計画策定協議

会」を立ち上げ、宅建協会山口支部も山口市と共にこ

の問題に取り組んでいます。更に山口県も昨年より、

「やまぐち三世代同居・近居」の取りくみをスタート

し、世代間の支え合いによる子育てしやすい環境づ

くりを目指して、三世代での同居や近居を希望する

方を支援するさまざまな取りくみを展開しています。

これには宅建協会も全面的に協力しております。

　さて、昨年の宅地建物取引業法の一部改正に伴い、

中古住宅売買の際、業者に住宅診断（インスペクショ

ン）を行うかどうかの「確認義務」が法制化されまし

た。これについてはまだまだ解釈やその他の問題も

あり、今後、協会全体として広く研修等を通じて理

解を深めてゆく必要があると思います。

　最後に今後とも支部活動へのご理解・ご協力をお

願い致しますと共に、皆様方のますますのご繁栄と

ご健勝を祈念申し上げまして、新たなる年を迎える

にあたり、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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平成28年度「価格査定」のご報告
業務委員　山 野 宏 治

第２回　山口支部研修会
法務委員　森 本 耕 介

　平成28年10月25日㈫湯田温泉ホテルセントコア山口
において平成28年度の標準事例地価格査定の説明会を行
いました。
　今年度から、より正確な価格査定を行うために例年
までとは違い直接現地を確認していただくこととなりま
した。
　昨年までは、標準事例地1,000ポイントを超える件数
を地図上での判断で査定していただいておりましたが、

今 年 度 は 、
630ポイント
（北部地区）
を支部会員が
２名１組とな
り総勢42名
（21組）で１
組当たり30ポイントの事例地をまわっていただき、全面
道路の幅等確認したうえでの査定方法となりました。な
お、残り425ポイント（南部地区）につきましては、今年
度中に行う予定です。
　不動産売買に携わる精鋭の方々に、実際に見ていただ
き査定していただいておりますので、ほぼ実勢価格が出
せたと自負しております。会員の皆様方には売買取引や
媒介締結時の価格明示等において、是非有効活用してい
ただきたいと思っております。
　また、お忙しい中、ご協力していただいた会員の皆様
方には、心よりお礼申し上げます。

　尚、説明会において事例地が「土砂災害警戒区域」等に属していた場合、それを加味して査定する旨の説明がありま
したが、査定地が区域外だった場合査定価格に影響しますので、事例地は区域外とみなして査定し、査定地が区域内だった
場合、その査定価格評価時に加味することと致します。 業務委員長　尾村　成一

　去る平成28年12月１日㈭セントコア山口（山口市湯田
温泉）において「第２回　山口支部研修会」が会員約60
名出席のもと開催されました。

　西村支部長の挨拶に続き、関
連がある第１講「インスペクショ
ンって何？」、第２講「中古住宅
瑕疵保険とホームインスペクショ
ン」を一般社団法人山口県宅地建
物取引業協会事務局長の境田次治
様に講演をしていただきました。

　いずれも、既存住宅流通の活性化を図るため導入され
た制度ですが、公布されて日が浅いため十分な周知が必
要と思われました。

　引き続き、第３講「山口市の空
き家対策事業について」を山口市
地域生活部生活安全課空家対策室
副主幹鈴木伸彦様に講演していた
だきました。
　関連する法律や条例の説明や山
口市の空家の状況の説明のあと、

山口市の空家対策事業についての説明を受けました。
　山口市の対応として、空家実態調査を行い、空家対策
計画を策定し、その一環として補助金を付けたり、啓発
活動を行っているということでした。
　私も、周辺で増えた空家をビジネスチャンスに出来な
いかと思う日々を送っています。
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山口支部親睦忘年会
法務委員会　平 連 嗣 騎

　平成28年12月８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開
催されました。
　今年は、会員様、従業員
様合わせて出席者は84名
と多数ご出席いただきまし
た。司会進行は、山口不動
産株式会社の藤岡社長が務
められ、まず西村支部長の
挨拶の後、有限会社フジイ
プランニングの藤井社長の

乾杯のご発声でスタートしました。豪華なお料理でお酒
もすすみ、あちらこちらのテーブルではにぎやかな声が
聞こえ、私もたくさんの方と交流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も株式会
社小郡不動産の右田社長の進行でとても楽しく進み、カ
ラオケ大会へと盛り上がっていきました。結びは有限会
社クリーン山口の蔵増社長の中締めでお開きの時間とな
りました。
　日頃なかなか機会のない方ともお話しすることができ
とても有意義な時間を過ごさせていただきました。

山口yamaguchi

　去る12月７日㈬、
宇部72カントリーク
ラブ阿知須コースに
て平成28年防府山口
支部合同忘年ゴルフ
コンペが、８組31名
の多数のご参加を頂
き盛大に開催されま

した。合同コンペは昨年に引き続き㈲グランド
クオリス宇多村社長にご協力頂き、本年度も無
事開催出来ました。当日はもう言い訳が出来な
い位のお天気は快晴、風も特に気にならない冬
の穏やかな中、師走としては最高のゴルフ日和
でした。その様なコンディションで実力を発揮
され忘年コンペを制
しました方を発表し
たいと思います。優
勝はミサワホーム中
国㈱山口営業所の白
川店長様です。ここ
最近、必ず上位に必
ずお名前が出て来る
方です。お話をお聞

きしますと「最近はゴルフの練習も依然よりは
熱心に行い、ラウンドも回数が増えてきていま
す」との事でやはり普段の努力の賜物だと思い
ました。これから益々上達される事！期待して
おります。準優勝は㈲トモ企画の小林社長様で
した。阿知須コースのコンペでは前回優勝、今
回は準優勝と阿知須コースでの上位入賞者の常
連様ですね。３位は積水ハウスの加津さんでし
た。加津さんは宅建協会コンペではダブルペリ
アの王様と言われておりますのでもう説明は要
りませんよね。ご参加頂いた方の全員が怪我も
なく楽しい一日を過ごすことが出来、幹事とし
てホッとしております。また来年も他支部と交
流出来るコンペが出来たら嬉しく思います。防

府支部、山口支部の
会員の皆様大変お忙
しい中ご参加頂き本
当にありがとうござ
いました。
　来年はゴルフ幹事
が私から信和不動産
㈱の山野理事にバト
ンタッチします。初

参加の方も大歓迎ですので、お気軽に奮って
ご参加頂きますようお願い致します。皆さんに
とって来年も良い年で有ります様に。

　前回、山口支部第
三回ゴルフコンペ（10
月26日、泉水原GC
にて開催）の優勝者　
一建設㈱山口営業所
千田健次様です。優
勝おめでとう御座い
ます！！千田さん忘

年ゴルフは入賞とは行きませんでしたが、次回
は是非優勝を狙ってください。

（ゴルフ幹事　右田　善弘）

平成28年度防府山口支部合同忘年ゴルフコンペ開催

成　績	 グロス	 NET
　優　勝　白川　拓也	 96	 72.0
　準優勝　小林　　壽	 98	 72.8
　三　位　加津　新一	 96	 73.8　

ベストグロス　　
　中川　信広　85
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�

☆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
提出下さい。
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」をご覧下さい。
http：//www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html

 新入会員のご紹介
防長不動産株式会社
代表取締役　 池田　善樹

〒753-0084　山口市銭湯小路22番地1
TEL：083-976-8500　FAX：083-976-8511
山口県知事(12)828

　この度、山口県宅建協会防府支部より山口支部に入会させて頂きました。防長不動産株式会社の
モッピーこと池田善樹と申します。“もっとハッピーに”という
私の口癖からモッピーというキャラクターが誕生しました。
これは、まさしく私たちの基本精神そのものです。
　今まで弊社は、山口市内での仕事が中心であり、お客様や
業者さんからは、なぜ防府に会社があるの？と、不思議がら
れていました。

　創業50年目にしてやっと本来の形に納まることができました。
　これから山口支部の一員として頑張ってまいりますので、宜しくお願い致します。

◎支部変更入会	
・防長不動産㈱� 代表者・専任取引士　池田　善樹
　　　　　　　　� �（新）山口市銭湯小路22番地1号
◎住	所	変	更
・エルクホームズ㈱山口店
　　　　　　　　� �（新）山口市大内長野600－1
　　　　　　　　� �（旧）山口市大内長野字荒神600－1

◎代表者変更
・エフケイビル㈱新山口店�（新）西川　貴章　（旧）入江　大輔
・田中金属㈱� （新）田中　典康　（旧）田中　康人
・㈱カチタス山口店�（新）長谷川拓哉　（旧）義永智代子

◎専任取引士変更
・エフケイビル㈱新山口店�（新）田原　　崇　（旧）入江　大輔
・㈱カチタス山口店�（新）長谷川拓哉　（旧）義永智代子
◎免許変更
・㈱原弘産　アパマンショップ山口店
� （新）山口県知事⑴3553
� （旧）国土交通省⑶6178

◎商号変更
・（新）エルクホームズ㈱山口店　
　（旧）エルクホームズ㈱山口営業所
◎退　　会	 ・㈱興建

【　哀悼　】　シノ不動産㈱篠原忠明様が11月ご逝去されました。
　　　　　　心からご冥福をお祈り申しあげます。

支部執行体制の変更について� 山口支部長　西村　俊爾
　平成28年11月８日逝去された支部業務委員長（県本部理事兼任）篠原忠明氏の後任につきましては、現
総務委員長の尾村成一氏、総務委員長として右田善弘氏にそれぞれ変更致すことについて支部理事会で承認
されました。なお本部理事につきましては来年５月の本部総会まで空席とします。

会　員　の　動　き

免 許 更 新 の お 知 ら せ
商　　　　　号 免許有効期限

㈲ タ カ ラ 不 動 産 H29．3．14

オ フ ィ ス ナ カ ム ラ H29．3．21

平 和 不 動 産 ㈱ H29．3．23

佐 藤 隆 寛 事 務 所 H29．3．27

西 京 土 地 建 物 ㈱ H29．3．29

西 部 不 動 産 H29．4．20

㈱ ス カ イ H29．5．22

商　　　　　号 免許有効期限

㈲ 関 泉 H29．5．29



20

　平成28年９月27日㈫午後１時30分より、カリヨン203��
ルージュホールにおいて第２回不動産研修を開催しま
した。
　現在防府市では、防府市役所の移転問題、市街化調整
区域の宅地開発問題、JT跡地の「防府テクノタウン」など、
不動産業者の私たちに関わる大きな問題があります。

　そこで、第１講では、防府市商工
振興課の亀井幸一様に、これからの
防府市の街づくりの方向性について、
そしてJT跡地の工場誘致の現状につ
いてお話しいただきました。
　まず、「中心市街地活性化制度の概
要」の説明後、新市庁舎の建設予定

地に選定された駅北エリアのゾーニングマップに道路計
画があることも説明がありました。
　そして、中国地方初の工業団地である「防府テクノタ
ウン」については10区画ある分譲地のすべてに話があり、
防府市との契約が締結された企業もあること、その他の
企業も契約の方向で話が進んでいることを聞いて、新規
就業者や転勤して来られる方の住居や周辺の宅地につい
ても期待がもてます。亀井さんのお話は、少し明るいこ
れからの防府市を想像することが出来るお話でした。

　第２講は、司法書士法人やまぐち中央事務所の司法書
士　松井成夫様にお越し頂き、巷で話題の「家族信託」に
ついてです。
　成年後見は、認知症になった「後」の財産管理、家族信
託は、認知症になる「前」にできる対策であること。
　成年後見制度との違いや家族信託制度を利用した時の
メリット、家族信託契約書の作成の仕方、契約書のひな
型について大変わかり易く説明していただきました。
　参加された皆さんからは「家族信託は今後の財産管理
について有効な手段であると思った。」「不動産を多く所
有し、相続人が多い人に勧めたらいいと思う。」「子ども、
家族と話し合い、家族信託を利用したいと思った。」など
の感想を頂きました。
　今年度３回目の不動産研修は、12月15日㈭13：00
から、４回目は１月17日㈫16：00から行います。是非
お越しください。

防府hohu

新年ごあいさつ
防府支部長　中 川 信 広

不動産研修会開催
法務委員　古 河 和 子

　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４月に支部総会において役員改選が行われ、
新理事３名と共に新しい組織で今年度の事業を進めてい
る最中でございます。支部長就任以来、消費者に対して
安心・安全な取引を行い、業界への信頼を構築すること
を目標に各事業を進めてまいりました。
　会員皆様にはコンプライアンス意識の向上や専門的知
識を習得していただけるように努めて参りましたが、今
年は支部ホームページのリニューアルを行い、会員皆様
の業務を簡素化し且つ広く告知できるサービスの提供を
していきたいと思います。又、定款施行規則を変更し一

層支部運営にご理解とご協力をお願いして参りたいと
思っております。
　それから、近年社会問題とされている空き家は防府市
内でも約1500戸もあり、この空き家を有効活用すること
によって業界の活性化にもつながり、信頼を構築するこ
とが出来るものと考えます。そのためにも行政や県本部
と連携を取りながら、相談窓口の創設や利活用の提案が
消費者に出来るようにして参りたいと考えておりますの
で、会員皆様に各種事業に参画していただくとともに、
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、本年も会員皆様のますますのご活躍とご健勝
を心から祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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　11月16日㈬、17日㈭に13名で福岡に親睦旅行に行き
ました。
　昨年までは研修も兼ねた旅行でしたが、今回は会員相
互の親睦を目的として大相撲九州場所と宅友会ゴルフコ
ンペをメインに企画しました。
　いいお天気に恵まれ８時10分に支部を出発し、まず
はアサヒビール工場の見学から。
　人のほとんどいない工場では、静かに発酵熟成・ろ過
され、パッケージング工程ではもの凄いスピードで瓶
や缶にビールが詰められていました。アサヒグループ

は「低炭素社会の構
築」「循環型社会の
構築」「生物多様性
の保全」「自然の恵
みの啓発」という４
つのテーマに基づ
いて、環境の課題に
積極的に取り組ん
でおられるそうで
す。見学が終わり
少し喉を潤し、バー
ベキューの昼食で
大満足でした。

　次に大相撲四日目を見に福岡国際センターへ。後ろの
椅子席だったので遠くに見えましたが、大関・横綱の取
り組みになるとさすがに声援も大きく盛り上がり楽しめ
ました。

　二日目はゴルフ組と観光組に分かれ、ゴルフ組は麻生
飯塚ゴルフ倶楽部でプレーを楽しみ、グランドクオリス
の宇多村さんが優勝されました。
　観光組は一蘭の森（ラーメン博物館）に行きラーメン
の昼食、その後杉能舎酒蔵資料館で蔵の見学とお土産を
買い、道の駅「伊都菜彩」へ。広くていろいろな品物が
あり大繁盛していました。それから、ゴルフ場へ迎えに
行き無事に防府に着きました。
　行き帰りの車中や懇親会では、会員同士の話で盛り上
がりいい親睦ができたと思います。

 新入会員のご紹介
株式会社スクエア　防府支店
支店長　 國本　孝志

〒747-0809　防府市寿町1-15
TEL：0835-23-5333　FAX：0835-23-5334
山口県知事(6)2395

　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㈱スクエア　防府支店の國本
孝志と申します。
　弊社では、不動産賃貸の斡旋、管理業務を中心に行っていきたいと考えております。
　今後とも、ご指導宜しくお願い申し上げます。

◎山口支部に異動
・防長不動産㈱� ���池田　善樹　（正会員）
� ���池田　和代　（専任取引士）

会　員　の　動　き

防府支部親睦旅行
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ハトマーク空き家無料相談会について
業務委員長　佐 野 　 弘

開催日　：　平成28年11月23日（水・祝）

場　所　：　ピピ510

　11月23日（水・祝）に県本部主催の「ハトマーク空

き家無料相談会」を昨年は郊外の会場で行いましたが

今年は集客を期待して中心商店街の「ピピ510」にて

開催いたしました。

　当日、中心商店街はイベントがあり大変にぎわっ

ていましたが残念ながら相談会への参加者は昨年よ

り少ない状況でした。第一部では石丸志伸司法書士

による「空き家

に関する家族信

託と成年後見制

度」のセミナー、

第二部では司法

書士、税理士、

土地家屋調査士

と周南支部相談

員５名計８名に

よる相談会を開

催いたしました。

相談会については７組の相談者があり昨年より多い

結果となりました。お一組30分程度を目安にお願い

いたしましたがみなさん熱心なご相談で既定の時間

を過ぎての相談となりました。

　当日、相談員、会場設営等開催にご協力いただき

ました会員各位にはお礼申し上げます。

　空き家対策は社会問題として今後ますますその対

応が重要になっていくと思われますがわれわれ宅地

建物取引業協会の会員として不動産の専門家として

の社会貢献活動として今後ますますの取り組みが必

要と思われますので会員皆様のより一層のご協力を

お願いいたします。

周南shunan
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周南支部忘年会
総務委員長　箱 崎 壽 美 枝

　今年も周南支部の忘年会が12月７日㈬にザ・グラマ
シーにて開催されました。今年は昨年より13名多い106
名の参加があり、終始賑やかな雰囲気の中で、皆さん楽
しい時間を過ごされました。
　最初に池田支部長が挨拶され、各委員長の紹介、ご来
賓の紹介、山口県議会議員の藤井律子様よりご祝辞を頂
戴したのち、木本理事の乾杯により会が始まりました。
　司会の小林拓宏理事の進行で、新入会員の紹介のあと、
恒例のチャリティじゃんけん大会が始まります。全員参
加の勝ち抜き戦ガチンコ勝負。決勝戦は㈱みゆきはうす・

泉社長と木本商
事㈱・木本社長。
結果は…誰もが
認める強運の持
ち主、木本社長
の優勝となりま
した。ちなみに
このじゃんけん大会の参加費はそのほとんどを毎年、
児童養護施設・共楽園さんに寄付させていだいており、
もちろん今年も寄付をさせていただきました。
　さらに箱崎総務委員長はじめ女性会員の皆さんにて選
りすぐられた約50個の素敵な景品が当たるくじ引き大
会では、参加者の約半数が当選し景品並びに目録が贈ら
れました。
　楽しい時間はあっという間、最後は㈲ニッセイ地所・
西岡社長に一丁締めにて締めていただき、藤井勉理事の
閉会の挨拶の後散会となりました。
　今年もおかげ様で多くの方の参加のもと盛大に開催す
ることができました。協会会員全員が、来年には更なる
飛躍が望まれるよう願いを込めた忘年会でもありました。

 新入会員のご紹介
棟居設備工業株式会社
代表取締役　 棟居　高久

〒745-0853　山口県周南市上村305-3
TEL：0834-63-1331　FAX：0834-63-1342
山口県知事(1)3540

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させていただきました、㈱棟居設備工業の棟居高久と申
します。弊社は、昭和43年の創業以来　約半世紀、管工事事業に邁進して参りました。
　「お客様第一。謙虚さを忘れず日々勉強。」を心がけ、新しい分野でも精いっぱい頑張りたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願い致します。

株式会社ピーユニオン
代表取締役　 井上　博巨

〒745-0806　周南市桜木三丁目5-60
TEL：0834-39-6300　FAX：0834-39-6311
山口県知事(1)3559

　この度山口県宅建協会周南支部に新規入会させて頂きました、株式会社ピーユニオン（おうちの
相談窓口周南店）の井上博巨と申します。
　売買仲介を中心に営業し、安心・安全な取引を行うべく努力し、周南エリアの不動産市場の活性
化に貢献できるよう、精一杯努めて参ります。皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願
い致します。
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　平成28年９月15日㈭��第３回情報交換会を開催しました。
　岩国市役所建築住宅課より２名のご担当者をお招きし、
「老朽危険空き家の解体費用に対する補助金制度」について勉強
しました。

岩国iwakuni

カップリングパーティ開催
いわくに宅建結婚応縁団実行委員長　明 木 康 賴

　11月13日㈰　宅建岩国支部における地域貢献事業の一環と
して、いわくに宅建結婚応縁団�第一回カップリングパーティー
を白崎八幡宮境内にある瀬戸内バイキングエグレッタにおい
て開催しました。
　しかし、開催するとは決めたもののカップリングパーティー
を主催するのは支部初の試みであり、また当初は男女各25名、
合計50名の募集に対して申込件数もなかなか伸びず、このま
まで本当に開催まで漕ぎ着けることが出来るのかとかなり不
安も憶えたのですが、協会員皆様の積極的なPR活動にも支え
られ、蓋を開ければ募集人数を超える多数のお申込みとご参
加を頂き、また４組のカップル誕生と盛況のうちに無事終了
できたことを大変うれしく思っております。
　当日は、先ず森口支部長にご挨拶頂いた後、各２分ごとの
お見合いトークタイム、その後のフリータイムでビュッフェ
バイキングを楽しんでいただきながら参加者の皆様に自由に

ご歓談いただきました。
　なにぶんにも初めての試みだったということもあり、改善
すべき問題や反省点、課題など多々ありましたが、我々の趣
旨にご賛同いただいたエグレッタ様から予算以上の素敵なお
料理を提供いただけたことや、また、これは我々宅建協会が
主催であったこととも関係していると思っていますが、参加
者の皆様方が予想していた以上に素敵な方々にお集まりいた
だけたことになによりも助けられ、笑顔や笑い声に包まれて
た楽しい雰囲気のパーティーであった様に思います。
　そして、主催した我々自身にとってもとても楽しい会でし
た。次年度も開催することがあるのなら、今回学んだ反省点
を生かして、参加して頂いた皆様方により一層楽しんでいた
だけるカップリングパーティーとし、また今まで不動産取引
で磨いてきた仲介の腕を生かして（笑）より多くのカップルを
仲介し成立できるよう頑張りたいと思います。

ハトマーク空き家相談会について
業務委員長　塩 田 博 志

　平成28年11月23日（水・祝）（いい不動産の日）シンフォニ
ア岩国におきまして、第二回ハトマーク空き家相談会が開催
されました。第一部の司法書士の先生による信託セミナーに
続き、第二部では我々会員と司法書士、税理士、土地家屋調

査士による無料相談
会。真剣な相談者に
対応し、熱気あふれる
会となりました。

平成28年度宅建試験
　平成28年10月16日㈰宅建試験監督員として、岩国支部より
10名の役員が出席しました。

第３回情報交換会

誠英高校にて
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支 部 だ よ り

　本日第5回米軍住宅ミーティングが開催さ
れました。岩国支部は、増加する米軍関係者
への住宅供給を円滑に行うため、米軍対策委
員会を設立し、定期的に米軍側の方々を招き、
問題提起し話し合いを行っております。米軍
側が基地外でこのような会に参加をすること
は、全国的にも稀で奇跡的なことです。
　今回の議題は、賃貸物件のまた貸し・補修
費等の支払い・コントラクターとの契約などさまざまで
した。米軍賃貸契約で起こりうる問題も年を追うごとに
多種多様化してきています。基地内にある住宅課だけで
は解決に至らない事案も起きています。
　これからますます増えていく米軍賃貸契約。基地住宅

課の役割・紛争が起きたときの解決方法などをより明確
にしていきたいと思っています。この委員会が、日本国
内の米軍賃貸契約に携わっている仲介業者に、より良い
影響を与え、さらには日米双方の発展につなげていける
ものにできたらと考えています。

米軍と共存する町岩国のこれから
法務委員長　竹 之 内 早 苗

 新入会員のご紹介
株式会社ユニアル
代表取締役　 福本　寛之

〒740-0018　岩国市麻里布町一丁目4-2-102
TEL：0827-35-5550　FAX：0827-35-5551
山口県知事(1)3538

　この度、山口県宅建協会岩国支部に入会させて頂きまして誠に有難う御座います。株式会社ユニアルの福本寛之と申します。
　弊社は平成９年７月創業以来、岩国市及び県内、広島県や島根県の外壁工事を中心に事業を行っておりました。
　平成23年３月に株式会社化して以降、「高品質な施工を提供し、企業成長・安定を目指す」、「社員を育て、守ること」、
「すべては人のため」の３つを経営理念とし、実現する為にこの度不動産事業をさせて頂く事となり、更なる「地域社会に
貢献できる企業」を目指す所存で御座います。
　皆様方のご指導・ご鞭撻を賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。

釣り場放浪記
　９月６日６時、釣り同好会メンバー５
名が新港を出港、上関沖に五目釣りに行っ
てきました。７時半頃、最初のポイント
に到着、水深40m地点に仕掛けを投入し
ますが、魚の反応がありません。数回仕
掛けを投入も反応が悪い為、第二のポイ
ントへ移動。場所は四代（しだい）漁港の
沖です。ここでは、アジ、チダイが好反応で、皆コンスタントに釣り上
げていきます。
　五目釣りとは言っても、皆の本当の狙いはヒラメを釣り上げることで
す。「アジのいるポイントにヒラメあり」で、船長がヒラメのポイントに
連れていってくれますが、どのようにヒラメを狙うかは、釣り人各人に
よって違います。一つは、サビキ仕掛けにアジが食いついた後、そのま
ま置いておいてヒラメを追い食いさせる方法、あと一つは、釣ったアジ
をプールしておいて、アジを背掛けにして食いを待つ道楽仕掛け（のま
せ仕掛け）で、この二つの釣り方が代表的な釣り方です。
　四代沖でも、なかなかヒラメが食わないなと皆が思っていた矢先に、
一人だけ不穏な動きをしている人がいました。それは、シーエスジェイ

田中さんでした。周りの皆が注目する中、無事
取り込んだのは70㎝オーバーの良型ヒラメでし
た。釣り方を聞けば「道楽仕掛け」で釣り上げ
たとのことでした。ヒラメは早合わせは禁物に
つき、そのあたりの事情もよく熟知した上での
ヒットです。田中さん‼かなり腕を上げましたね
（……羨望）
　その後、船はポイントを移動しましたが、ヒ
ラメらしきアタリはありませんでした。再び船
は、先ほどの四代沖に戻って釣り再開です。二
匹目のヒラメは誰の元へやって来てくれるのだろうと、皆わくわくして
いた時ヒットに持ち込んだのは、またまた田中さんではありませんか。
サイズは60㎝オーバーでした。本日のヒーロー、おめでとうございます。
　お楽しみの小宴会では、何と、ヒラメの薄造りと縁側が一人一皿
（二～三人前の皿）出てきました。田中さんに感謝すると同時に、ヒラメ
が待ち受けている好ポイントを探し当ててくれた船長にも感謝です。
さあ、次の釣行では誰がヒーローになるでしょうか。

瑞穂不動産　森本

良型ヒラメ連発‼
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柳井yanai

平成28年度価格査定
　平成28年11月14日㈪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。11名の方が参加され、
事例地476ポイントを、１ポイント毎に４～５名の査
定員が査定しました。午後１時から始まり、皆さん
の経験と知識により午後３時に終了しました。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。この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。

 新入会員のご紹介
大和建設株式会社
代表取締役　 吉冨　兼司

〒742-1502　熊毛郡田布施町大字波野360-20
TEL：0820-51-1100　FAX：0820-51-1101
山口県知事免許(1)3545

　この度、山口県宅建協会柳井支部に新規入会させていただきました大和建設株式会社の吉冨兼司
と申します。
　弊社は、昭和49年に創業し、主に県東部を中心に建設業を営んでおります。
　近年は様々なご縁から不動産の絡む案件が増えたため、不動産業にも力をいれていきたいと思って
おります。
　至らぬ点も多々あるかと存じますが、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いします。

株式会社公司
代表取締役　 小田　公武

〒742-1513　熊毛郡田布施町大字麻郷3036-13
TEL：0820-55-1888　FAX：0820-55-1889
http：//www.ko-ex.co.jp/　山口県知事免許(1)3547

　山口県宅建協会柳井支部に新規入会させて頂きました、株式
会社公司の小田公武と申します。
　弊社は主に建設業を営んでおりますが、今後は不動産業も手掛
けて参りたいと思いこの度、宅建協会に入会させて頂きました。
　これから皆様のお力添えをいただきながら頑張ってまいりま
すので、御指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。 コープやまぐち

周東共同購入センター

ヘアースタジオ
髪工房

国道188号至光 至柳井

㈱公司
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支 部 だ よ り

新年の挨拶
萩支部長　澤 村 修 一

　謹んで新年のお祝いを申し上げます。
　会員の皆様にとりまして、本年が良い年となりますこ
とを心よりお祈りいたします。
　本年の干支「丁酉（ひのと・とり）」です。酉のつく年
は商売繁盛に繋がると考えられているようですが、予測
し難い激しい一年になりそうです。なにしろ資本主義の
終焉等唱える人達がいるし、新聞の見出しにはトランプ
流こわもて経済と書かれているくらいですから。
　さて、業協会に関しましては、社会貢献分野での対応、
業法における公正な取引とは、業務に対する環境の改善

に関する件、本年度施行されます業
法改正の実務等いろいろ勉強し取り組むことが多くあろ
うかと思います。業法１条の最後に「もって購入者等の
利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ること
を目的とする。」とあります。これが重要なのでしょう。
会務運営につきましては会員の方々のさらなるご協力を
お願いします。
　最後になりますが、不動産に従事されます皆様のご多
幸そして、ますますのご活躍とさらなる発展を祈念いた
しまして、新年の挨拶とさせていただきます。

萩
hagi

取引士の皆様へ

法定講習は山口県宅建協会で
受講しましょう！

　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。
　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。

【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

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㈬

■日　　　時：平成29年４月11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６月13日から平成29年10月10日までの更新の方
■案内発送日：平成29年２月22日㈬

宅地建物取引士法定講習会受講に関するお願い

5年に1度
の



　分譲マンション建築用地として売買された土地

において、引渡し後に土地の土壌汚染及び地中障

害物が発見されたことから、買主の分譲マンショ

ン業者が、売主に対してその除去費用の支払いを

求めた事案において、売買契約書の定めに従い買

主の請求が認容された事例（東京地裁�平成25年

11月21日判決�認容�ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　平成23年11月、買主Ｘ（原告）は、分譲マンショ

ン建設を目的として、東京都千代田区所在の本件

土地、及び本件土地上の本件建物について、売主

Ｙ（被告）との間で、売買代金額６億6000万円に

て、「万一、本物件について隠れた瑕疵（土壌汚染、

既存杭・産業廃棄物等の地中障害物を含むが、

これらに限らない。）があったときは、引渡しか

ら１年間に限り、売主は瑕疵担保責任を負うもの

とする」との特約を付した本件売買契約を締結

した。

　Ｘが、同年12月に本件建物の解体工事を開始し

たところ、本件土地の地中に合計４本のコンク

リート杭（既存杭）の存在が判明したことから、

翌月ＸはＹにその旨を通知した。また平成24年３

月、A社に委託して行った土壌調査により、六価

クロムによる本件土壌汚染が確認されたことか

ら、同月Ｘはその旨を媒介業者を通じてＹに報告

した。

　Ｘは、同年３月に既存杭引抜工事を代金97万円

余で、同年５月に本件土壌汚染に係る処理工事を

代金726万円余でＢ建設に依頼し、それぞれの工

事は施工された。

　平成24年６月、ＸはＹに対し、瑕疵担保責任に

基づく損害賠償として計824万円余の支払いを求

めたが、Ｙは、①既存杭は、新築建物に地下ピッ

トを設けなければ建物建設の支障にはならず、そ

の必要があったとしても既存杭を再利用するか、

偏心（杭をずらす）して杭を打てば支障にはなら

ない、②平成18年に行なわれた本件土地の土壌汚

染調査において、汚染は検出されておらず、本件

土壌汚染は買主が行った本件建物解体時に発生し

たものである、Ｘの新築建物の１階は駐車場等で

あり舗装すれば人体に影響はない、③商法526条

２項の規定により売主は瑕疵担保責任を負う必要

がない、等と主張してこれに応じなかったため、

Ｘはその支払いを求め本件訴訟を提起した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を認容

した。

⑴　既存杭について

　本件売買契約は、Ｘがマンションを建築するこ

とを予定して締結されたものであり、ピットを建

築する前提として、本件土地の地中に杭を打ち込

−土地の瑕疵−

引渡し後に地中から発見された土壌汚染及び地中杭
について、買主の瑕疵担保請求が認められた事例

（東京地判　平25・11・21　ウエストロー・ジャパン）葉山　隆

最近の判例から
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む必要があったところ、その杭のうちの２本が既

存杭と抵触するため、既存杭の除去が必要となっ

た。マンションのような中高層建物を建築するに

当たっては、建物の最下層住居のコンクリートス

ラブ下をピット構造とし、配管配線類の点検・修

理等を行えるようにすることは建築実務において

一般的な工法である。また、既存杭の再利用又は

偏心しても、Ｘが予定していた本件マンションを

建築することが可能であったとする証拠はない。

よって、既存杭は瑕疵と認められる。

⑵　土壌汚染について

　本件土地において六価クロムが検出された地点

と、本件建物の所在していた地点が異なり、本件

建物の解体工事によって本件土壌汚染が生じたと

は考えにくい。また、平成18年の土壌汚染調査に

よる調査地点と本件土壌汚染に係る六価クロムが

検出された調査地点とは一致していない。

　法定の基準値を超過した土壌汚染が存在する場

合には、当該土壌汚染が存在することが売買契約

の前提となっていたなど売買契約において特別に

予定されていた品質・性能を欠くといえないよう

な場合を除き、瑕疵に該当するというべきであり、

本件土壌汚染は瑕疵にあたるというべきである。

　マンションの土壌に六価クロムのような土壌に

含まれることで人の健康に係る被害を生ずるおそ

れがある特定有害物質が含まれている場合には、

そのままでマンションを分譲することは困難であ

ることは明らかである。

⑶　商法526条２項について

　本件売買契約において、本件土地の引渡しから

１年間に限り瑕疵担保責任を負うことを定めてお

り、商法526条２項の瑕疵担保責任に基づく損害

賠償等の制限と異なる合意をするものであるか

ら、ＸとＹとの間で本件売買契約に商法526条２

項を適用せず、引渡しから１年間に限りＹが瑕疵

担保責任を負うことを合意したものというべきで

ある。

　したがって、本件売買契約に商法526条２項は

適用されないから、その余の点について判断する

までもなく、商法526条２項によりＸの請求が制

限されると認めることはできない。

⑷　Ｘの損害額について

　既存杭及び本件土壌汚染という瑕疵が存在した

ことにより、これらの瑕疵を除去しなければ、本

件土地の完全な使用ができなかったというもので

あるから、Ｘは既存杭及び本件土壌汚染を除去す

るために要した費用の合計である824万円余の損

害を被ったものと認められる。

３　まとめ

　本件は、引渡し後発見された土壌汚染について、

売買契約の定めに従い、買主の損害賠償請求が認

められた事例である。

　土壌汚染調査は、基本的にサンプリング調査に

より行われることから、調査が行われなかった範

囲・深度において汚染が存在している可能性はあ

り、本事案もこれにあたったのではと思われる。

また、客土した土に汚染物質が存していた事例も

見られる。

　媒介業者としては、土壌汚染対策法に則った土

壌調査がなされたことがある土地の売買であって

も、土壌汚染や地中障害物が発見されることがあ

り得ることを前提に、万一発見された場合の売主・

買主それぞれの責任と負担について、両者の理解

と認識を一致させた上で、取引を進める必要があ

るといえよう。

（調査研究部調査役）

（一般財団法人�不動産適正取引推進機構�RETIO　より転載）
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
入　　会

1 岩国
⑹�2395

㈱スクエア　南岩国支店 小林　大輔
2 防府 ㈱スクエア　防府支店 國本　孝志
3 宇部 ⑶�3027 ㈱コムズコーポレーション　宇部店 藤本　美和
4 周南 ⑴�3540 棟居設備工業㈱� 棟居　高久
5 柳井 ⑴�3545 大和建設㈱ 吉冨　兼司
6 柳井 ⑴�3547 ㈱公司 小田　公武
7 宇部 ⑴�3549 エム・プラス 和西　正義
8 下関 ⑴�3554 ㈱ワイドリーム 河野　友作
9 下関 ⑴�3557 ㈱キット 品川　宏之
10 下関 ⑴�3558 野村興業㈱ 野村正太郎
11 周南 ⑴�3559 ㈱ピーユニオン 井上　博巨
12 宇部 ⑴�3561 中原興業㈱ 窪田　幸司

退　　会
1 周南 ⑾�1247 宅建ライフデザイン㈱ 江村　俊美
2 山口 ⑽�1257 協栄不動産 上村　忠士
3 宇部 ⑽�1273 流川企業㈱ 池田　五月

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
退　　会

4 柳井 ⑺�2034 林木材㈲ 林　　泰弘
5 岩国 ⑺�2047 ㈲中国地所 伊牟田和憲
6 岩国 ⑹�2511 ㈲美和不動産 中林　淳子
7 萩 ⑷�2914 土原開発㈲ 田村　充正
8 周南 ⑶�3159 URコンサルタント㈱ 清木　　寛
9 宇部 ⑵�3271 ハートフル不動産㈱ 松本　哲明
10 下関 ⑵�3367 NOMURAENTERPRISES㈱ 野村正太郎

免許換え（大臣→知事) 
1 岩国

⑴�3527
サカイ土地㈱ 坂井　幸栄

2 岩国 サカイ土地㈱　岩国店 近藤真梨子
3 周南 サカイ土地㈱　周南店 佐伯　英昭
4 下関

⑴�3553

㈱原弘産 西田　和人
5 下関 ㈱原弘産　住遊バンク 岡本　貴文
6 山口 ㈱原弘産　アパマンショップ山口店 篠原　元岐
7 下関 ㈱原弘産　アパマンショップ新下関店 大坪　鮎美
8 下関 ㈱原弘産　アパマンショップゆめタウン長府店 北村　大造

入　退　会　等

協 会 の 動 き
9 月

1 木 試験事務説明会 於 岡山 西村、神田
5 月 全宅連広報啓発委員会 於 東京 上原
6 火 全宅連50周年記念誌取材 於 東京 上原
8 木 第４回業務委員会 於 会館 出席者11名
13 火 第１回山口県不動産研修会 於 山口 出席者195名
15 木 第３回総務委員会 於 会館 出席者９名

16 金
第２回苦情・弁済業務委員会

於 会館
出席者９名

第３回法務委員会 出席者10名

28 水
賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会 於 東京 上原

柳井市空き家セミナー・無料相談会 於 柳井 主計、神田

29 木
第３回常務理事会

於 会館
出席者11名

第４回理事会 出席者30名

10 月

1 土 山陽小野田市空き家セミナー・
無料相談会 於 山陽

小野田 石部、境田、野村

3 月 宮城県会長黄綬褒章受章祝賀会 於 宮城 上原

4 火 山口県ゆとり協
住宅リフォーム推進委員会 於 山口 境田

11 火 第４回宅建取引士法定講習会 於 会館 土岐山

12 水
空き家対策担当者及び相談員研修会 於 山口県庁 尾村　

宅建試験監督員説明会 於 会館 出席者79名

16 日 平成28年度
宅地建物取引士資格試験 於防府、山口 出席者87名

19 水 コンパクトなまちづくりシンポジウム 於 宇部 境田

10 月

24 月 住宅リフォーム等に関する
支援制度説明会 於 広島 尾村、境田

25 火
賃貸不動産経営管理士協議会総会 於 東京 上原

ゆとり協事業実行委員会 於 山口県庁 神田

30 日
周南市空き家セミナー・無料相談会 於 周南 佐野、神田
防府市空き家セミナー・無料相談会 於 防府 中川、大林

11 月
7 月 西日本不動産流通機構理事会 於 広島 上原
8 火 新規免許業者研修会 於 会館 出席者24名

10 木 yab山口朝日放送「ひるくる！」
スタジオ収録 於 山口 上原

11 金 京都府宅建協会創立50周年記念式典 於 京都 上原
12 土 萩市空き家セミナー・無料相談会 於 萩 竹内
14 月 山口県不動産会館消防訓練 於 会館 出席者５名
15 火 第４回総務委員会 於 会館 出席者10名
21 月 中間監査会 於 会館 出席者８名

22 火
全宅連中国・四国地区連絡会

於 岡山
上原

全宅連中国・四国地区連絡会研修会 出席者９名

23 水 ハトマーク空き家無料相談会 於 県内
８会場

24 木 全宅連・全宅保証理事会 於 東京 上原

25 金
全宅管理理事会 於 東京 松村
人権確立をめざす県民のつどい 於 山口 西村、境田

28 月 第４回法務委員会 於 会館 出席者９名
29 火 第５回業務委員会 於 会館 出席者９名

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

1 山口 ⑵�3284 シノ不動産㈱ 篠原　忠明

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。

他　界　会　員
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おはんの舞台  岩国
支部お薦めシリーズ

58
岩国支部

時事
 雑想

　今回、このシリーズを担
当するにあたって、さて何
を書こうかと岩国市民に
なって20余年の私は初めて
岩国城ロープウェイに乗っ
て岩国城から眼下の錦川を

眺めました。その後、吉香公園や岩国美術館などを中心
によく整備された横山地区、錦帯橋を渡って岩国城下町
といわれる庶民の町の西岩国地区へ。
　城下町を散策して、古い街並みをよく残してくれて
いるなという印象を受けました。魚町や塩町と生活の
においがする昔の
町名表示があった
り、鉄砲小路や鍛
冶屋町など職業を
指すものがあった
り城下町独特で味
わい深いものです。
規制がかかる風致
地区の多い横山は

観光地を意識した町づくりを、商業地域の西岩国は商店
街と同時に生活の場であり、対岸ですが町の方向性も違
います。保存には古い木造建築を守る大工さんの技も必
要ですが、建物の所有者に依るところが大きいのではな
いでしょうか。
　春の桜や秋の紅葉のシーズンは横山地区を中心にもっ
ともっと美しい岩国をお見せできるのですが、今回は少々
中途半端な時期でした。４月29日に開催される錦帯橋祭
りでは、大名行列、奴道中、岩国藩鉄砲隊の実演など、
古式豊かな時代絵巻が繰り広げられます。夏には６月か
ら錦帯橋をバックに連日錦川で鵜飼いが行われ、８月は
錦川水の祭典があり
夜は、空に打ち上が
る花火と川面に映る
大パノラマが見る者
を魅了します。そし
て、めったにお目に
かかれないのが雪化
粧をした錦帯橋で
しょうか。

岩国支部　赤　石　　　徹

　映画「おはん」は宇野千代の同名小説の映画化で、吉永
小百合、石坂浩二、大原麗子の豪華キャストが演じた市川
昆監督の作品であることは言うまでもありません。
　紅葉谷公園にあるこの石碑には、自筆の一節が刻まれて
います。なんとも味わいのある文字です。現代の小説家は
PCを使うのでしょうが、PCでは感慨もありません。ちな
みに、宇野千代は６Bの鉛筆を使って書いていたとか。
　石碑に登場する臥竜橋は錦川にかかり、大名小路、鍛冶屋
町は錦帯橋周辺を散策すると歴史町名として残っています。
　宇野千代はかつて岩国市内で行った講演の締めくくりで
これ以上ない岩国への賛辞を送っています。「錦帯橋も桜も日本一です。私は日本一の故郷を持った日本一の
幸福な者です。」と。
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