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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

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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平成29年度税制改正大綱のポイント
１．各種特例措置の適用期限延長
各種特例措置の適用期限が以下の通り延長されます。
⑴

住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
…平成32年３月31日まで３年間延長
（住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率）

⑵

①所有権の保存登記

0.4％

→

0.15％

②所有権の移転登記

2％

→

0.3％

③抵当権の設定登記

0.4％

→

0.1％

土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置
…平成31年３月31日まで２年間延長
（土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率）
所有権の移転登記 2％

⑶

→

1.5％

既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置
…平成31年３月31日まで２年間延長
買取再販事業者が既存住宅を買い取って一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、その住宅を再販
売する場合に、築年数に応じて課税標準から以下の額を控除
築年月日

⑷

控除額（万円）

平成９年４月１日～

1,200

平成元年４月１日～平成９年３月31日

1,000

昭和60年７月１日～平成元年３月31日

450

昭和56年７月１日～昭和60年６月30日

420

昭和51年１月１日～昭和56年６月30日

350

特定の事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置
…平成32年３月31日まで３年間延長
所有期間10年超の事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合に、譲渡した事業用資産の譲渡益
について、80％（一部70％・75％）※１の課税を繰延べ
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２．既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けて、耐久性等に優れた良質な住宅ストックの形成を促進するため、
長期優良住宅化リフォームに係る特例措置や省エネ改修の適用要件の合理化などの措置が講じられます。
●耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とする、長期優良住宅化リフォーム減税を創設
リフォーム減税の対象である耐震・省エネ改修工事とともに、一定の耐久性向上改修工事※を行い、既存住
宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税・固定資産税について以下の措置が講じられます。
１．所得税（投資型）

２．所得税（ローン型）

３．固定資産税

工事費等の10％を税額控除

ローン残高の一定割合を税額控除

工事翌年の一定割合を減額

最大控除額
耐震＋耐久性

25万円

省エネ＋耐久性

25万円

減額割合

最大控除額
（５年間合計）

省エネ＋耐久性

62.5万円

耐震＋耐久性

２／３

省エネ＋耐久性

２／３

※一定の耐久性向上改修工事とは、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若
しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易に
するための工事で、長期優良住宅建築等計画に基づく等の一定の要件を満たすもの。
●省エネ改修（所得税）について、適用要件を合理化
現行の必須要件：「全ての居室の窓全部の断熱改修（全窓要件）」
↓
「全窓要件」or「住宅全体の省エネ性能（断熱等級４など）を改修により確保した場合」となります。

３．その他の特例措置の期限延長
以上の他、期限切れとなる各種特例措置についても適用期限が延長されます。
《不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目》
①優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得税の軽減税率
（譲渡益2,000万円まで：14％、譲渡益2,000万円超の部分：20％）
…平成31年12月31日まで３年間延長
②法人および個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置
（平成10年より課税停止中）
…平成32年３月31日まで３年間延長
③サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
（固定資産税：５年間

２／３減額、不動産取得税：家屋について課税標準から1,200万円控除／戸、土地に

ついて税額から家屋の床面積の２倍に当たる土地面積相当分の価額等に税率を乗じて得た額を軽減）
…平成31年３月31日まで２年間延長
④Ｊリート及びＳＰＣが取得する不動産に係る流通税の特例措置
（登録免許税：移転登記に係る税率を本則２％から1.3％に軽減、不動産取得税：課税標準から３／５控除、
今改正により不動産取得税の対象に有料老人ホーム等のヘルスケア施設及びその敷地を追加）
…平成31年３月31日まで２年間延長
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４．その他
●高さが60メートルを超えるタワーマンションの固定資産税等について、階層に応じて差を設けるようにあん分
する仕組みを新設（固定資産税・不動産取得税）
●東日本大震災の被災者向け優良賃貸住宅に関する特例措置の延長（所得税・法人税）
●熊本地震による被害等からの復旧及び今後の災害への対応の観点からの税制上の措置の創設（所得税・贈与
税・登録免許税・固定資産税等）
５．参考情報

～増税再延期への対応～

ご案内の通り、消費税率10％への引き上げ時期が２年半再延期され、平成31年10月１日に変更されました。これ
に伴い住宅取得に関わる主な減税制度も、消費増税の延期と同じく２年半延長・延期することが平成28年８月24日に
閣議決定されました。
①住宅ローン減税
住宅ローン残高に応じて税負担が最大500万円軽くなる減税措置
…適用対象を平成33年12月末までの入居に延長
②住まい給付金
所得が一定以下の人が住宅を買う時に、その所得に応じて最大30万円を給付する制度
…適用対象を平成33年12月末までの入居に延長
③住宅取得資金等贈与に係る贈与税非課税措置
住宅取得に係る親等から子への資金贈与について贈与税を非課税とする制度
…非課税枠の上限を最大3,000万円に引き上げる時期を平成31年４月に延期
注意：本内容は、増税再延期に関連する内容を除いて、平成29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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平成28年度 第２回山口県不動産研修会 開催
～平成29年2月7日

山口県セミナーパークにて～
法務委員

平成28年度 第２回山口県不動産研修会が開催され、
186名が参加されました。
第１講 宅建企業年金基金について
講師は宅建企業年金基金 常務理事 竹内保彦氏をお
招きして、これから下がり続ける年金受給額、年齢
によって広がる格差を完全にではないがカバーする
ためとして、昨年10月に設立。宅建企業年金の特長
と税制優遇制度活用、そして経営者でも加入出来る
制度として、年金積立金の安心安全な運用について
も説明いただきました。
第２講 ハトマーク支援機構の事業について
講師は（一財）ハトマーク支援機構 理事長 和氣
猛仁氏をお招きして、ハトマーク会員を直接支援す
る為に出来たシステムで、会員のみが利用出来るサー
ビス①紹介手数料支払事業②割引サービス提供事業
③サービス商品提供事業の具体例を挙げアクセス方
法、メリットを説明いただきました。

第３講

第１講

竹内保彦氏

第２講

和氣猛仁氏

プログラム
第１講
演題
講師

13:40～14:10
『宅建企業年金基金について』
宅建企業年金基金
常務理事 竹内 保彦 氏

第２講
演題

14:10～14:40
『ハトマーク支援機構の
事業について』
（一財）ハトマーク支援機構
理事長 和氣 猛仁 氏

講師
－
第３講
演題

休

憩

（10分）

－

14:50～16:30
『賃貸管理の重要性と
今後の不動産業』
講師 ㈱三好不動産
代表取締役副社長 三好 孝一 氏
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土岐山雪絵

第３講 賃貸管理の重要性と今後の不動産業
講師は㈱三好不動産 代表取締役副社長 三好孝一氏
をお招きして、賃貸管理の重要性と今後の不動産業
のお話をして頂きました。
内容は、不動産業界は他の業種に比べ遅れている
こと、データ戦略が何故必要か、数値で示すことが
何故有益か、そして地域密着型の不動産会社が生き
残る為には賃貸管理が必要、数値で示すこれからの
空室、危機感等々。
最後に33,000世帯の有償管理をされて「66年かけ
てやったことです。」と、
新聞の１文「知覚動考（ともかくうごこう）」で締め
くくられました。

三好孝一氏

倫理綱領唱和

今回も多くの参加ありがとうございました。
今回の研修もとても貴重なお話で勉強になりました。
三好副社長が「30年後には今の仕事ではなく、新しい仕
事になっているかもしれません」
と言われましたが、確かに10年前と比べても仕事内
容は変化しています。また、10年後はもっと違う仕事
内容になっているでしょう。
遅れている不動産業界から、他の業界から一目置かれ
る業界になりたいものだと思いました。

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「強まる労働時間の適正管理」
電通での過労死事件等を受けて過労死や長時間労働に対する社会の風当たりは非常に強くなっています。このことから
厚生労働省は昨年末から今年にかけて労働時間の適正管理、長時間労働の抑制、過労死対策について各企業が実施すべき
内容を公表し、さらに各県労働局に対して長時間労働に対する取り締まり強化するように内部通達を出しています。その
中で厚生労働省が発表した労働時間の適正把握を徹底すべく発表した新ガイドラインの概要について説明します。
１ 労働時間の適正な把握のために会社が講ずべき措置
⑴ 労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
⑵ 会社が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
・ 会社が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
・ タイムカードの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
⑶ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
労働者からの自己申告により把握した労働時間と会社内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、
実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。休憩や自主的な研修、学習等であるため労働時間ではない
と報告されていても、実際には、会社の指示により業務に従事している時間については、労働時間として扱わなけ
ればならない。
２ 賃金台帳の適正な調製
会社は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項
を適正に記入し、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、虚偽の労働時間数を記入した場合は、30万円以下
の罰金。
３ 労働時間の記録に関する書類の保存
会社は、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について３年間保存しなければならない。
４ 労働時間を管理する者の職務
会社において労務管理を行う部署の責任者は、社内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する
事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
以上がガイドラインの概要ですが、労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、労働契約、就
業規則等の定めによらず、労働者の行為が会社の指揮命令下に置かれたものと判断されるもので以下の行為を含みます。
●会社の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた所定の服装への着替え等）や業
務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）の時間、●待機している時間（いわゆる「手待時間」
）
、●参加が業務上義務づ
けられている研修・教育訓練の受講や、会社の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
労働基準監督署による調査が頻繁に行われています。この機に会社の労務管理の見直しをお勧めします。
☞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。

■法律改正情報■
平成29年１月１日改正育児介護休業法施行（概要）
■介護休業が合計93日の範囲内で3回に分割して取得可能
■有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
■介護休暇の半日（所定労働時間の二分の一）単位での取得が
可能
■介護休業とは別に、労働者の申し出に基づく３年以上の期間、
所定労働時間の短縮等の措置を講じる必要
■介護のための所定外労働の免除措置新設
■介護休業の対象となる対象家族「配偶者、父母子、配偶者の
父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫」
に加えて、
「同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹および孫」
を追加

妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント防止
のための雇用管理上事業者が実施すべき措置
育児・介護休業法改正により育児休業や介護休業等
の利用を理由とするハラスメント行為防止措置（就業
規則または防止規程へ懲戒規定記載・相談窓口設置）
が義務化されました。
●会社方針等の明確化および周知・啓発
●相談・苦情に適切に対応できる必要な体制の整備
●ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
●ハラスメントの原因・要因を解消するための措置
●相談者・行為者等のプライバシー保護・周知
●ハラスメント相談に対する不利益な取扱禁止
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山口県住宅課からのお知らせ
宅地建物取引業法の一部を改正する法律について
平成28年５月27日成立

平成28年６月３日公布

平成30年４月１日施行
◆既存の建物の取引における情報提供の充実（インスペクション関係）
【取引フロー】
申
込
み

売買／購入申込み
① 媒介契約締結

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

契
約
手
続

② 重要事項説明

③ 売買契約締結
物件の引渡し

【新たな措置内容】
①媒介契約締結時
建物状況調査（インスペクション）を実施する者のあっせんに関する
事項を記載し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん（34条の2）

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果等を買主に対して説明（35条）
【説明事項】
●インスペクションを実施しているかどうか、及び実施している場合
における結果の概要
●設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関す
る書類の保存状況
③売買契約締結時
基礎、外壁等の建物の構造耐力上主要な部分等の現況について売主・
買主が相互に確認し、その内容を書面に記載し、交付（37条）

※建物状況調査（インスペクション）に関する詳細な要件等は、今後、省令で定められる予定

平成29年４月１日施行
◆不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済
不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対
象者から宅地建物取引業者を除外する。（27条,64条の８）

◆売買又は交換の申込みに係る依頼者への報告の義務付け
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込
みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。（34条の２）

◆宅地建物取引業者に対する重要事項説明の簡素化
宅地建物取引業者が宅地又は建物の取得者又は借主となる場合における当該宅地建物取引業者に対する重要
事項説明については、書面を交付すれば足りるものとする。（35条６項,７項）

◆従業者名簿の記載事項の変更
個人情報保護の観点から、従業者の住所を従業者名簿の記載事項から除外する。（48条）

◆事業者団体が実施する研修への費用の助成
事業者団体が実施する従業者に対する研修に対し、宅地建物取引業保証協会が費用の助成を行うことができ
る。（64条の３）

◆事業者団体による研修の実施
事業者団体に対し従業者への法令、金融その他の不動産取引に関連する多様な分野に係る体系的な研修を実
施する努力義務を賦課。（75条の２）
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宅地建物取引業者への一斉立入調査の結果について
例年、11月に全国一斉の宅地建物取引業者への立入調査を実施しています。
本県においても、昨年11月４日から12月20日までの間に延べ22人の調査員が47箇所について立入調査行い
ました。
昨年度に比べて、違反業者数は倍増したものの、違反件数では微増という結果であり、悪質なケースはあり
ませんでした。特徴として、重要事項説明書の一部不備が最も多く、これは、過去の古い様式等を使用したこ
とによるものが多く見受けられました。このほか、従業者名簿の未整備や取引士の記名押印漏れ、本人確認義
務違反など、基礎的な知識不足によるものが未だにあります。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。
≪対象業者≫
○新規免許業者（免許を受けて３年目）
○苦情紛争相談が寄せられた業者
≪実施状況≫

○監督処分、行政指導を受けている業者
○50条２項の届出があった案内所 等

※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

45（34）

２（２）

０（０）

47（36）

11（７）

１（１）

０（０）

12（８）

≪違反の内訳≫
・重要事項説明書不交付………… １件
・重要事項説明書の一部不備…… ８件
・本人確認義務違反……………… ２件

・従業者名簿の備付け義務違反 …… １件
・37条書面の一部不備 ……………… ２件

法定講習会のご案内

平成29年度宅地建物取引士

平成29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29年４月11日㈫

平成29年６月13日から
平成29年10月10日まで

第２回

平成29年６月13日㈫

平成29年10月11日から
平成29年12月12日まで

第３回

平成29年８月８日㈫

第４回

平成29年10月10日㈫

第５回

平成29年12月12日㈫

平成30年４月10日から
平成30年６月11日まで

第６回

平成30年２月13日㈫

平成30年６月12日から
平成30年８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29年12月13日から
平成30年２月７日まで
平成30年２月８日から
平成30年４月９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29年新年会開催
総務委員長

西山菊市

去る１月14日㈯、シーモールパレス エメラルドの
間にて新年会が行われ、来賓18名、住宅メーカー２名、
協力企業５名、正会員35名、準会員１名、一号賛助会
員１名、専任取引士９名、従業者48名、事務局２名と
総勢121名で、例年より１割多い参加者となりました。
今年のスローガン「射石飲羽（しゃせきいんう）」の発表
や今期新入会員４社の紹介がされました。
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又、催しではカラオケ大会で９名の方が歌って大変盛り
上げて頂き、続いて行ったクジ引き大会はテレビを初め
とする豪華景品が揃い、当たり番号が読み上げられると
共に歓声が上り、近年まれに見る盛大な雰囲気で２時間
の新年会があっと言う間に過ぎました。
来年も沢山の方が参加して頂ける様に楽しい企画を考え
て行きたいと思います。

支 部 だ よ り

平成28年度第２回ゴルフコンペ
ゴルフクラブ

木下史晶

11月30日㈬盛り上がりを見せた前回から熱も冷めや
まぬ中、第２回目のゴルフコンペを下関ゴルフ倶楽部で
開催いたしました。
少し肌寒い天気ではありましたが７組24人にご参加
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、ナイスショットの掛け声と共に順次スタートしてい
きました。
前回から始まった罰金の上限（1,000円）に達しない
ように冷や冷やしながら打数を積み重ねていく筆者をよ
そに皆さん楽しそうにプレーをしておられました。
コンペの結果（ダブルリペア方式）は
グロス ネット
優 勝 ㈱響
木村 計友 115 71.8
準優勝 ㈱センチュリー計画 西嶋 哲典 100 76.0
３位
㈱キョーワ
片岡 宗人 116 76.4

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
皆様の中にもまだまだゴルフをされる方がいらっしゃる
と聞きます。3,４人で１日かけてコースを廻るので色々
な方と親密になれるので従業員の方の顔合わせにも一役
買うのではないでしょうか。
次回は是非各社、従業員、老若男女、上手下手問わず
多数の参加をお待ちしております。

という結果になりました。
その後打ち上げ忘年会を19：00よりビジネスホテル
はやしにて開催し、疲れた身体に英気を養い１年を締め
くくらせて頂きました。

新入会員のご紹介
株式会社
代表取締役

ハートビル

植村

成利

協会会員の皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社は平成14年１月に一級建築士事務所ハートビルとして下関市勝谷にて開業致しました。
協会会員の緑都開発株式会社様より不動産賃貸、売買に伴う修繕、リフォームを通して深く不動
産業に携わらせていただきました。自身においても借家業を営んでまいりました。
今までの事業に不動産の売買を加え、地元の地域社会に貢献できるようにと昨年８月株式会社ハー
トビルに法人成り致しました。
協会会員の皆様には、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

株式会社 キット
代表取締役
謹啓

品川

宏之

向春のみぎり ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

昨年、12月23日に株式会社キットを下関市神田町にて開業させて頂くことが出来ました。これも
ひとえに、多くの方々のご支援を賜り心から感謝しております。
今後については、不動産業を通じ社会貢献に努め、宅建協会発展に少しでも役立てるよう、頑張っ
て行きたいと思います。
ご会員の皆様方には、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。
謹白
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宇
部

ube

ハトマーク空き家無料相談会
業務委員長

浅川幸則

良い不動産の日（11月23日㈬）、昨年に続く２回目と
なる『空き家無料相談会』を「ココランド山口・宇部」で

業者にも大事であると痛感いたしました。
宇部支部では、昨年10月に宇部市より空き家対策の

開催いたしました。当日は少し冷え込む寒い朝でしたが、

相談業務依頼を受け、
「空き家相談窓口」を開設して約

晴天に恵まれた良い一日でした。

１年が経過しました。この１年間で相談件数25件（売却

春口司法書士の「家族信託」
「成年後見」を演題とした

20件、賃貸３件、その他２件）の受け付けを行い、売

セミナーでは、判断能力の喪失（認知症等）で空き家に

却の成約３件の実績を上げています。１件ごとの成約

ならない為の法律の学習・手立てを行うことが大切で、

金額は低額ですが、相談者にはあきらめていた売却がで

元気な時に財産管理の方法、対策を講じておくことが大

きて大変に感謝されています。

事である・・と講

宇部支部は年間を通して「空き家相談」を受け付けて

演。財産価値が

おりますが。これからも「空き家相談」は宇部支部の大

十二分にある土

切な「社会貢献事業」として継続していかなければと

地建物が 空 き 家

思っております。これも皆、会員の皆様の協力なくして

にならないよう

はできません。今後ともご協力をよろしくお願い申し上

にというお話が

げます。

「空き家相談」を
受ける我々宅建

最後に、ご協力いただいた各先生方と宅建相談員の皆
様に感謝いたします。

第２回山口県不動産宇部支部研修会
管理対策について」。講師は

平成28年12月５日㈪ 国際ホテル宇部にて第２回山

㈱アーネット福岡支社 下永

口県不動産宇部支部研修会が行われました。
第１講は、演題「犯罪収益

吉 仁様。賃貸をされる方が一

移転防止法の一部改正法につ

番困っておられる「家賃滞納」

い て 」。 講 師 は 山 口 県 土 木 建

についての対策方法について

築部住宅課 主事 河野 泰明様。

のお話をしていただきまし
た。終了後にもすぐお話に行

次々と改正されていく業法の
説明をわかりやすくしていた
だきました。

師走のお忙しい中、多くの会員の方にご参加いただ

第２講は、演題「信用組合

き有意義な研修会となりました。ありがとうございま

だからできる手作り住宅ロー

した。また、研修会・たっけん寺子屋では、皆さんの

ン」について。講師は山口県

お知恵をお借りして

信用組合 常務理事 福永 史明

有意義な勉強会を開

様。山口県信用組合さんなら

催したいと思ってお

ではのきめ細かいニーズに合

ります。ぜひ事務局

わせた住宅ローンの説明をい

までご意見、ご要望

ただき、みなさん興味津津でした。ぜひご活用下さい。

をお聞かせ下さい。

第３講は、演題「賃貸経営における滞納事情と家賃
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かれる会員さんもおられ、大変有意義なお話でした。

支 部 だ よ り

年末交流会開催
土岐山雪絵

法務委員長

宇部市長

シスタントで場を盛り上げて

久保田后子様と株式会社宇部日報社 代表取締役 脇和也

もらい、用意した景品が次々

様をお迎えして宇部支部年末交流会が行なわれました。

とさばかれていきます。大きなどよめきの中、
「特賞 高

いつも出席していただく来賓の山口県会議員の二木健治

級おせち３人前」㈲シマコーの小森栄さんに「A賞 とら

さんは残念ながら議会中ということで、ご祝電を頂きま

ふぐ刺身とふぐちりセット一人前」㈲日栄地所の飯田徳

した。

子さんに。お二人がやらせじゃないですよ～
（笑）と一気

平成28年12月５日㈪ 19：00より、来賓

に盛り上げ、不敵な笑みを残して終焉。

支部長 中央地所 松村誠さんの挨拶のあと、副支部長

最後の中締めに㈱ザイマの在間 正弘さんの万歳三唱を

浅川土地建物事務所の浅川幸則さんの乾杯の発声で賑や

最後に、みんなで大声を出し一段と交流を高めた会とな

かに交流会が始まりました。

りました。

いつもより日程を少し早めの日程にしたせいか、多く
のメンバーに出席頂いて楽しく交流ができました。空き
家対策事業のこと、無料相談会のことなど市と連携を結
んだ話や協力態勢の話など、普段会員になかなか伝わり
にくいことも交流会の中で市長自ら発信してくださり、
多くの会員が興味深く耳を傾け交流と意見を交わす場と
なりました、
余興が低予算で知恵枯渇の中、㈲不二商の村田幹夫さ
んの軽快なトークと㈲日栄地所の飯田徳子さんの美人ア

会

員

○入会者
１．窪田 幸司 中原興業㈱
新規入会
２．池上 博文 ㈱ＳＥＳ
専任取引士変更
○退会者
１．佐々木 司 ㈲盛大不動産
廃 業
２．石井 俊明 ㈲リアル・エステート
廃 業
３．梶山 高一 ㈲梶山不動産
廃 業
４．笠井 一生 ㈱ＳＥＳ
専任取引士変更
○商号変更
１．（新）㈱オータニ アパ・マンセンター山陽小野田店
（旧）㈱オータニ アパ・マンセンター厚狭店
２．（新）㈱田村ビルズ宇部店
（旧）田村建材㈱宇部支店

の

動

き

○所在地変更
１．㈱シバタ通商 （新）宇部市大字善和541番地13
２．㈱オータニ
アパ・マンセンター山陽小野田店
（新）山陽小野田市大字東高泊1232－１
○電話番号変更
１．㈱シバタ通商 （新）0836－62－0505
２．㈱オータニ アパ・マンセンター山陽小野田店
（新）0836－38－8811
○FAX番号変更
１．㈱シバタ通商 （新）0836－62－6077
２．㈱オータニ アパ・マンセンター山陽小野田店
（新）0836－38－8822

免許更新のお知らせ
業

者

名

厚保工務㈲
㈲エステートブラン
㈲東建商事
㈲アイリス不動産
中央地所
㈲西原産業
富士産業㈱

免許年月日

書類提出期限

Ｈ29．5．16
Ｈ29．5．20
Ｈ29．6．18
Ｈ29．7．26
Ｈ29．8．27
Ｈ29．8．31
Ｈ29．9． 7

Ｈ29．4．16
Ｈ29．4．20
Ｈ29．5．18
Ｈ29．6．26
Ｈ29．7．27
Ｈ29．7．31
Ｈ29．8． 7

業

者

名

㈲ハウジングアルダ
㈲フジ興産
浅川土地建物事務所

免許年月日

書類提出期限

Ｈ29．9．14
Ｈ29．9．18
Ｈ29．9．24

Ｈ29．8．14
Ｈ29．8．18
Ｈ29．8．24

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）
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山
口

yamaguchi

宅建業法一部改正に係る
インスペクションとその問題点
山口支部長

西村俊爾

2018年４月から施行される宅地建物取引業法の一部
改正の中の「既存建物取引における情報提供の充実」に

①

か、欠陥とした場合の原因が何かといった瑕疵の

ついて考えてみます。これは既存建物の売買にあたり、
建物状況調査（インスペクション）の活用を促し、その

有無を判定すること
②

結果を重要事項説明の対象に加えることで、安心して

点、注意点を考えてみようと思います。
まずこの法律は中古住宅売買の際にインスペクション

耐震性や省エネ等の住宅にかかる個別の性能項目
について当該住宅が保有する性能の程度を判定す

取引が出来る市場環境の整備を進めようとする考え方で
す。そこで今回、この法改正について誤解の恐れや懸念

劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否

ること。
③

現行建築基準関係規定への違反の有無を判定する
こと

④ 設計図書との照合を行うこと

の実施そのものを義務づけるものではありません。国交
省は当初、診断を義務づけることも検討しましたが、そ

つまり瑕疵があるかないかも保証せず、耐震性や省エ

うなると取引の自由度を奪いかねず、又、費用の負担増

ネ性能を判定するものでもなく、建築基準法令違反の有

を心配する業界の意向を受けて見送りました。従って今

無の判定を目的としたものでもなく、あくまでも通水、

回の法改正では、インスペクションを「実施するのであ

目視、触診などの非破壊検査によって分る範囲で劣化

れば」その結果を重要事項説明において説明の義務が課

具合を調査するものです。又、足場を組まない程度で屋

されるものです。インスペクションを行わない場合には

根裏や床下も点検口から目視確認のみです。なお、この

「建物状況調査は実施していない」と告げられるだけで

インスペクションを実施する者については「建築士で、

す。つまりインスペクションは行わないという選択肢も

かつ一定の講習を修了した者」となっています。再度の

あるわけです。さて、実施されるインスペクションは「目

確認ですが、建物の状態を隅々まで調査するものではな

視等を中心とした非破壊による現況調査を行い、構造の

いということを理解しておく必要があります。

安全性や日常生活の支障があると考えられる劣化状況の

・インスペクションは誰が、いつ行うのか

有無を把握しようとするもの」です（国交省の既存住宅

海外では通常は依頼も費用負担も買主です。そもそも

インスペクションガイドライン）。考え方としては以下

インスペクションを利用する目的は住宅購入判断の参

のようになっており、調査対象となるのは基礎、壁、柱

考とする為なので、契約前のインスペクションで問題の

などの「構造耐力上重要な部分」や屋根、外壁、開口部

有無やその内容を検討し、購入するかやめるかを判断す

などの「雨水の浸入を防止する部分」です。すべての部

るわけです。しかし日本では費用負担の件なども含め

位を調査するのではなく、重要な部分に限られます。ガ

てケースバイケース（売主、買主の話しあい）という立

イドラインでは、

場であり、明確な指針も出ていません。又、問題点と
して、住宅診断が第３者によって中立性が保たれていれ
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現況調査の内容は売買の対象となる住宅について基

ば何の問題もないのですが、売主側は早く物件を売りた

礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠

い為、検査して悪い結果が出た場合、故意に欠陥などを

損といった劣化事象及び不具合事象（以下「劣化事象」

隠すということ。又、買主側の依頼であっても買主に適

という）の状況を目視を中心とした非破壊調査により

度に良い結果を報告するという例も実際に生じてトラブ

把握し、その調査、検査結果を依頼主に対して報告す

ルになっています。このためガイドラインでは、インス

ることである。現況調査には次の内容を含むことを要

ペクション並びにリフォーム等について以下のように示

しない。

され、中立性を保とうとしています。

支 部 だ よ り
以上、とり急ぎインスペクションの問題点について考
・宅地建物取引業又は建設業、若しくはリフォーム業
を営んでいる場合は、その旨を明らかにすること
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリ
フォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係
がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにす
ること
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション
業務を実施しないこと

えてみました。この法改正の附則に「５年後の見直し」
があります。今回の法改正では、その実効性よりもまず
はインスペクションの認知度アップによる「普及」が重
要です。私達はこの１年、十分な研修等により売主、買
主両者にこの法律の周知徹底を計ることです。この法律
に伴う瑕疵保険等については改めて考えてみたいと思い
ます。

更にインスペクションをいつ行うかについては「売買
契約の前に行う」ということが大切です。つまり当然の
ことながらインスペクション利用後に検討していた購入
をキャンセルすることがあります。それだけにインスペ
クションについては、その費用をどちらが払うのかは別
として「購入の申込み」から「正式契約」の間までが望ま
しいと思われます。契約後のキャンセルとなると売買契
約の解除となり手付金の放棄、場合によると違約金の発
生が生じることもあります。

支部情報交換会開催
業務委員長

尾村成一

平成29年２月13日㈪山口支部情報交換会を開催しま

ことだと感じました。インスペクション・既存住宅売買

した。テーマは宅建業法の改正により平成30年４月１日

瑕疵保険の名前ばかり耳にし、その実務がまだよくわか

以降説明義務が課せられる「インスペクション・瑕疵保

らない会員さんも多いと思います。これからの一年間、

険」についてです。中古住宅の仲介業務をされる会員さ

皆さんと一緒に協会が開催する研修会に参加するととも

んにとってこれから必須となる知識です。

に、このような情報交換会にて実務の勉強も続けていき

会場は当初支部事務局を予定していましたが、参加希望

たいと思っています。これからもどうぞよろしくお願い

者が28名と多くなり、ホテルの会議室を借りることにし

します。

ました。やはり多くの会員さんが不安に思っておられる
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山
口

yamaguchi

知覧特攻平和記念館へ
私の趣味は旅行で、暇さえあれば車やバイクで各
地へ出かけます。今回は昨年の暮れに行った知覧特
攻平和会館をご紹介したいと思います。 鹿児島へ
は最低でも年に１回２回は必ず訪れる大好きな街で
す。本当は書きたい事がたくさんあるのですが、今
回は知覧特攻平和記念館に絞って書いてみようと思
います。
ご存知の
方、または
訪れた方も
いらっしゃ
ると思いま
すが、太平
洋戦争末期
の沖縄戦に
おいて、日
本軍が爆装した戦闘機もろとも敵艦へ体当たり攻撃
をしていくという人類史上初の作戦に参加した特攻
隊員達の遺品、遺書などを展示している場所です。
私は何度も来館していますが、何度来館しても涙無
しには見学出来ません。私が入場して直ぐに当時を
知る語り部さんによる講談がありました。その中で
頭に残ったお話がありましたので、ご紹介したいと
思います。特攻隊の教官だった年配者の一人は、教
え子が続々と出撃していく中で「必ずオレも後に続
く！」と約束を繰り返していました。しかし、重要
な職務を持ち妻と子二人の家族を持つ隊長には出撃
命令は出されませんでした。何度も嘆願書を出した
のですが、断られ、逆に妻は夫に死なないで欲しい
と何度も説得を繰り返しました。しかし、夫の決意
があまりにも固いことを悟った妻は、「私たちがい
たのでは後顧の憂いになり、思う存分の活躍ができ
ないでしょうから、一足お先に逝って待っていま
す」と遺書を残し、３才と１才の女の子を連れて入
水自殺してしまいました。引き上げられた妻子の遺
体のそばで号泣した教官は再度血書嘆願を出しやっ
と出撃を認められたのです。教官の遺書には「母と
ともに消え去った幼い命がいとおしいまもなく会い
にいくからね。お父さんの膝で抱っこして寝んねし
ようね。それまで泣かずに待っていてください」と
書かれていました。なんという事でしょう。特攻へ
行く人も、見送る人もこの作戦の犠牲者であるとい
う事が良く分かる談話でした。今の時代に勿論この
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株式会社小郡不動産

右田善弘

様な残酷な作戦はもうありませんが、特攻隊員の皆
さんが愛国をもって先の日本の未来の為に出撃して
散っていった事で、二度と戦争はしてはいけない、
今の私たちは戦争の無い平和な暮らしや文化がある
幸せを感じる大切さ、感謝を忘れてはいけないと考
えさせられました。最後に会館の隣にある出撃前ま
でに隊員が過ごす三角兵舎へ行きました。この暗く
て寂しい宿舎で明日の出撃をどのような思いで隊員
の皆さんは思っていたのだろうと思うと何も言葉が
出ません。まだ行かれたことの無い方は是非訪れて
頂きたいです。その後、知覧特攻平和会館から開聞
岳の良く見える絶景の温泉「たまて箱温泉」へ。先
程行った知覧特攻平和会館で、特攻隊員は出撃する
際に最期に九州の本土の最南にある開聞岳に敬礼し
て南へ飛んで行ったと聞いて、ここは開聞岳が見た
いという思いで行きました。お値段は大人510円と
お安く、最高の眺めでした。この日は女性の湯が開
聞岳側でしたが、男性風呂は、海と山がとても美し
く見える露天風呂でした。しかも、このお風呂に来
た時間が夕方５時頃で、丁度、この付近日没にかか
る最高の瞬間に立ち会えたのでした。お風呂に入っ
ている全員が西の方角を見てうっとりしている姿は
感動的なのですが、何故か面白い光景が見えて笑っ
てしまいました。ここの湯は本当に良かったです。
（日帰り温泉＆スパ部門で３年連続全国１位）是非
ここにも立ち寄り下さい。私の旅日記はここで終わり
ますが、最後まで読んで頂いた方、大変有難う御座い
ました。

支 部 だ よ り

新入会員のご紹介
株式会社アスクリエーション
代表取締役

山口

辰彦

〒754-0002 山口市小郡下郷2324-４
TEL：083-902-2103 FAX：083-902-2104
山口県知事(1)3562

こんにちは、平成28年12月に山口県宅建協会山口支部に小郡不動産及びホーム不動産の社長様方の
ご協力により新しく入会させて頂きました、株式会社アスクリエーションの山口辰彦と申します。
社名であるアスクリエーションとは明日を創造するという意味です。
弊社は宇部地区を中心に住宅をはじめとしたハウスクリー
ニングとリフォーム事業を執り行ってまいりましたが長年の
夢でもありました不動産事業をこの度山口市小郡下郷に本社
移転と同時に開業することになりました。
つきましては山口市の南地区で不動産仲介・売買・賃貸斡旋等で地元密着型の不動
産事業を目指していく所存です。山口支部の皆様方のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い
申し上げます。

会
◎新規入会
・㈱アスクリエーション

代表者
専任取引士

山口
対馬

員
辰彦
義彦

◎商号住所変更
・（新）エルクホームズ㈱山口支店
山口市大内長野600－１
（旧）エルクホームズ㈱山口営業所
山口市大内長野字荒神600－１
◎商号変更
・（新）㈱田村ビルズ 山口平川支店
（旧）田村建材㈱ 山口平川支店
・（新）㈱田村ビルズ 山口小郡支店
（旧）田村建材㈱ 山口小郡支店

の

動

き

◎代表者変更
・㈱スペース

（新）有冨 淳子 （旧）有冨 勝之

◎住所変更
・㈱ライフデザイン研究所
（新）〒753-0221 山口市大内矢田北５丁目7－2
◎退会
・シノ不動産㈱
・㈱ＹＫコンサルティング
前回201号でエルクホームズ（株）山口支店さまの商号
変更を間違ってご紹介していました。申し訳ございません。
お詫びとともに、上記のように訂正を致します。

免許更新のお知らせ
商

号

免許有効期限

商

号

免許有効期限

㈲ 下 野 エ ス テ ー ト

H29．6．13

旭 建 設 工 業 （ 株 ）

H29．9． 2

防

㈱

H29．6．25

（ 有 ） 西 村 不 動 産

H29．9．12

長

不

動

産

神

田

地

所

㈱

H29．7． 7

昭

和

建

設

㈱

H29．7．16

㈲ マ ル ナ カ 地 所

H29．7．18

エ フ ケ イ ビ ル ㈱

H29．7．29

㈲ 石 崎 サ ン リ ー ス

H29．8． 2

大

H29．8．30

㈱

蔵

☆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」をご覧ください。。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html
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防
府

hohu

新年交流会開催
総務委員

上田清侍

平成29年１月17日㈫18時から、ベルクラシック防府
において防府支部の親睦行事であります「新年交流会」が
51名の参加で開催されました。
まずは、防府不動産情報サービスの上田清子さんの「大
江戸助六花歌舞伎」の新年らしい舞踊からスタートしま
した。
続いて砂原副支部長の進行により、支部長挨拶、来賓
の商工会議所会頭 喜多村誠様のご祝辞をいただき、防府
市長 松浦正人様からの祝文の披露がありました。
田中理事の乾杯の後、しばし歓談していただき、新入
会員の方のご紹介がありました。
会員同士の交流も盛んになった頃、豪華抽選会が始ま

上田清子さんの艶姿！

りました。企画研修委員会のメンバーで商品の検討、購
入、搬入と準備していただいたお陰で大いに盛り上がり
ました。
最後に、橋本理事による「お笑い三唱」で交流会も閉会
となりました。
今年は、初めての試みでしたが、会場内をバルーンで
飾ったり、名刺をプレートに入れて首から掛けたりと、
とても楽しめたと思います。不動産研修会の後開催した
事で、新入会員の方や従業者の方々にもたくさん参加し
ていただき、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。

防府商工会議所会頭ご挨拶

乾杯！！

１等おめでとうございます！
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支 部 だ よ り

第４回不動産研修会開催
法務委員

古河和子

平成29年１月17日㈫16時よりベルクラシック防府に
て、
「人権研修について」
「宅地開発と文化財保護につい
て」の研修を開催しました。
近年防府支部では、新年交流会の前に研修を開催する
ことで、研修の参加人数を増やす試みをしています。16
時から始まる研修の前に、支部の企画研修委員会のメン
バーを含む有志達が集まり、張り切って新年交流会の会
場準備の設置や研修の準備をしています。

今回の研修も思惑通り（？）普段の支部研修よりは参加
者が多く、大切な人権研修や、文化財保護法の改正点に
ついて周知されたのでは？と思っております。
第２講では文化財課より、
「防府市遺跡地図」
「宅地等の
開発工事（土木工事・建築工事）における埋蔵文化財発掘
調査の変更手続き等について」の資料を配布されました
ので、研修会に参加されなかった方で必要な方は、支部
へ取りに来て下さい。

新入会員のご紹介
ＤＤテック株式会社
代表取締役
専任取引士

中野
末冨

〒747-0066 防府市自由ケ丘二丁目3-3
TEL・FAX：050-5207-1790
山口県知事(1)3513

一郎
照祥

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てありがとうございます。
ＤＤテック（株）の中野一郎と申します。
弊社は、収益物件の売買を中心に、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、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

会
◎所在地変更
・㈱リビルド
防府市天神２-３-32天神藤井ビル１F

→

員

の

〒747-0064

動

き

防府市大字高井1121-3
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周
南

shunan

平成28年度第２回周南支部研修会
法務委員長
開催日
場 所
出席者

松尾泰治

平成29年２月21日㈫
周南地域地場産業センター
53名

前講「周南市立地適正化計画」について
講師 周南市 都市整備部都市政策課
係長 中村充孝 様
主任 藤村悠司 様
平成29年３月に公表される「周南市立地適正化計画」
に基づく届出義務について、宅建業法において重要事項
説明が義務付けられることから、その内容についての説
明をいただきました。
第１講 「ろうきん住宅ローンについて」
講師 中国労働金庫下松支店監査役 長山好美 様
最長40年の返済期間の設定が可能な中古住宅購入のロー
ン等、労働金庫様ならではの住宅ローンのしくみについ
てご説明をいただきました。

第２講 「周南市中心市街地活性化について」
講師 周南市中心市街地活性化協議会 弘中明彦 様
中谷 誠 様
周南市の市街地における空きテナント数や割合・店主
の年齢層などの現状と、テナント誘致や行政との取り組
み、リノベーション事業など、協議会の若き２人のコー
ディネーターにより、非常に分かりやすく説明をいただ
きました。池田支部長が冒頭で、
「宅建業者の究極の使命
はまちづくり」と述べられましたが、商店街の衰退化は
周南市に限らず地方都市が抱える大きな課題のひとつで
す。宅建業者として街の発展にどのように貢献できるか
を考える良い機会になりました。
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第３講 「筆跡からコミュニケーション力ＵＰ あなたの
文字はどんな字？」
講師 筆跡診断認定講師 内藤みゆき 様
パソコンやタブレット端末の使用率が格段に上がり、
お客様や取引先に提出する文書を自筆で書く機会がほと
んど無くなりましたが、あらためて自分の書く文字につ
いて考え、筆跡からお客様とのコミュニケーションを図
り、ビジネスマナーも向上させようというテーマでご講
義をいただきました。受講者は実際にそれぞれ自筆で文
字を書き、それを講師に診断してもらうと、驚くほどに
性格や癖、接客態度が当たっていると驚きの声が上がり
終始活気にあふれた講習となりました。

支 部 だ よ り

チャリティー募金寄附
平成28年12月20日㈫、池田支部長が周南市久米
の児童養護施設「共楽養育園」を訪れ、同園の園児
をサポートする会の藤井律子会長同席のもと、支
部忘年会で会員より寄附されたチャリティー募金
10万円を共楽養育園の安村施設長に贈らせていた
だきました。
今回で８回目の寄付。共楽養育園では親の病気
や経済的理由で親と一緒に暮らすことのできない
２歳から18歳までのたくさんの子どもたちが生活
しており、寄附金は一泊旅行など、園児の為に有
効に使われるようです。池田支部長は「子どもた
ちの笑顔が絶えないように、宅建協会はこれからも
サポートさせていただきます。
」と述べられました。

平成29年度

周南支部定時総会開催のお知らせ

平成29年度定時総会を下記の通り開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席くださ
いますようご案内申し上げます。
平成29年度

日
場

一般社団法人山口県宅建協会周南支部定時総会

周南地区宅建業税務協議会定時総会

時：平成29年４月21日㈮ 午前10時30分より
所：周南地区地場産業振興センター 会議室１
周南市鼓海２丁目118番24
TEL 0834(25)3210
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岩
国

iwakuni

新年支部講習会開催
法務委員

田中孝敏

平成29年１月12日㈭にリビエールへいあんにて、支部講習
会が開かれた。
第１講は、中古住宅市場とかし保険の話で、既存住宅瑕疵
保険の賢い使い方をいろいろ教えて戴きました。これから宅
建業法もかわり、インスペクションが必須となってゆく時代
とのことで、瑕疵保険を利用する機会が増えると思われます。
講師は㈱日本住宅保証検査機構西日本営業部中国支店長の大
久保卓己様で、80分の講義でした。
第２講は、今後の岩国市における街づくり戦略についての
話で、ゾーンを考え小規模開発をして、もっと緑を多くして、
音楽等でいい雰囲気を醸し出す街にしたいとのことだった。
講師は㈱街づくり岩国顧問兼事業総括アドバイザー、牧昭市

様で、60分の講義でした。
第３講は、賃貸不動産における孤独死の事故事例と備え方
について、いろいろ教えて戴きました。講師は㈱宅建ファミ
リー共済営業部の井土茂様で、30分の講義でした。
新年早々、会員の
皆様には、大変疲れ
るほど長く内容の濃
い講義でした。本当
にお疲れ様でした。

新年互礼会開催
法務委員

田中孝敏

講習会の後、リビエールへいあんにて、新年互礼会が開催
された。来賓としては、岩国市長 福田良彦様、山口県宅地建
物取引業協会会長 上原祥典様、岩国商工会議所副会頭 伊達明
彦様、山口県議会議員畑原基成様秘書 藤井明宣様、㈱まちづ
くり岩国顧問兼事業総括アドバイザー 牧昭市様、㈱日本住宅
保証検査機構西日本営業部支店長 大久保卓己様、㈱日本住宅
保証検査機構中国支店山口営業所主任 高橋雅之様、㈱宅建ファ
ミリー共済 井土茂様等の皆様と同席して、皆であれこれ話を
しながら食事をしているうちにあっという間の２時間の宴会
でした。
今年は、当協会の顧問であった畑原基成様が若くして亡く
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なったので、大変残念に
思いましたが、本人が大
変明るい人なので、くよ
くよしないで見送ろうと
皆で心に決めました。
途中余興で劇団のんたによる、初めて鏡を見た家族の話を約
30分演じてもらいましたが、皆、じっとして見ていることは
なかなか出来無いようで、自分たちの話や食事で盛り上がっ
ていました。
最後に、今日からまた、皆で１年頑張ろうと皆で万歳三唱
をしました。今年も良い年でありますように。

支 部 だ よ り

米軍住宅ミーティング開催
見室宜彦

米軍住宅委員長

厚木基地からの空母艦載機部隊の移動が、平成29年

国支部２階会議室で

中に完了することが正式に発表されたことを受け、米軍

ミーティングを行い

側スタッフを迎えて平成29年１月25日㈬、宅建協会岩

ました。米軍側より
施設部長、住宅課課長、住宅課課長補佐、通訳の４名が
出席されました。当委員会側は委員会メンバー７名と通
訳の８名が出席しました。
今後ますます必要になる住宅供給を円滑にするための
話し合いが行われ、当協会側、米軍側、それぞれが問題
点を提示し、それに対する解決策を話し合いました。結
論が出ない件については持ち帰り、次回以降のミーティ
ングで話し合うことで今回は終了しました。

新入会員のご紹介
株式会社 スクエア 岩国南支店
支店長

小林

大輔

〒740-0034 山口県岩国市南岩国町1丁目13-39
TEL：0827-31-5100 FAX：0827-31-5115
山口県知事(6)第2395号

この度､山口県宅建協会岩国支部に入会をさせていただきました株式会社スクエアの小林と申します。
入会に際しご指導、ご協力を頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。
私は平成16年に入社し、営業として主に賃貸・売買の仲介業務を担当しておりました。この度、支店
の責任者に着任することになり、今まで以上に重大な責任を負うことに身が引き締まる思いです。
今後とも協会会員の皆様よりご指導、ご鞭撻いただき、地域の発展に向けて尽力する所存でありますの
でどうぞ宜しくお願い申し上げます。

釣り場放浪記

大物のオンパレード‼

11月９日㈬６時に新港を出港、いつもの様に遊漁船「ゆきかぜ」に乗り、釣
り場へ向かいました。本日の釣り人は、年内最後の釣り同好会とあって、10人
集まりました。
７時頃、周防大島の沖家室沖に到着、釣り開始です。本日の釣りはアジ釣り
中心の五目釣りをしながら、ヒラメ・ブリ等の大物を狙うというものです。水
深は35ｍ程、アジは一投目から釣れ、最低限のお土産はゲットできますが、大
物以外の魚がアジだけではさびしいので、ウマヅラハギを何としても釣ってか
えろうとする釣り人が２名ばかりいました。その釣果は後ほど……。
この最初のポイントでは、まずサカイ土地の坂井さんが、二投目で大物をヒッ
トさせました。上がってきたのは85㎝のブリでした。出足好調ですが、しかし、
船長の話ではアジ自体がどこかに行ってしまいいなくなったとのことで、やむ
なく付近の別のポイントに移動ということとなりました。
第２のポイントでもアジは好調に釣れ続き、早々にまたまた坂井さんが大物
を釣り上げました。今度の大物は何と‼80㎝のコブダイ
（カンダイとも言います）でした。これは意外な釣果でし
て、小宴会での料理が楽しみです。
しばらくして、竿を曲げ大物と格闘している人がいま
した。本日、初登場の梅津プランニングの梅津さんです。
大物がヒットする度、皆が船中から集まって来て見守る
なか、取り込みに成功したのは、何と85㎝のヒラメでし
た。
（お見事‼）この時点で既に大漁ですが、更にその後、

今度は２人が同時にヒットするという快挙を達成しまし
た。前出の、坂井さんが80㎝台のブリ、梅津さんが70㎝
台のハマチを無事に取り込みました。
時合が続いているため、すぐ
にまた大物が釣れそうな雰囲気の
中、新たに格闘を始めた人がいま
した。本同好会会長である村川
不動産の村川さんではありませ
んか。どんなのが釣れたのか見に行くとそれは何と大物
は大物でも「大きな白サギ」が仕掛けに絡まっていたの
でした。
（……驚‼）どうやら釣れたアジを横取りしよう
と、アジめがけて突っ込んできたようです。２人がかりで何とかはずし終えサ
ギをリリースしましたが、よくクチバシで突かれずにはずせましたね。その後
は、もうこれで終わりかと思いきや、最後の最後に、イワナミの波田さんがやっ
てくれました。85㎝のブリを取り込み、盛況のうちに納竿となりました。終わっ
てみれば、ブリ×３、ハマチ×１、ヒラメ×１、コブダイ×１と大漁に恵まれ
ました。ウマヅラハギはどうだったかといいますと、青物（ブリ、ハマチ）が活
発に回遊していた影響で、全部で３匹止まりに終わってしまいました。
打ち上げの「小宴会」では、船上での皆の予想どおり、大いに盛り上がりま
した。
瑞穂不動産 森本
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柳
井

yanai

ハトマーク空き家無料相談会
平成28年11月23日（水・祝）に「ハトマーク空き家無

第２部では、司法書士、税理士、土地家屋調査士、宅

料相談会」を柳井クルーズホテルで開催し11名の方が来

地建物取引士による個別相談を受けました。空き家に関

場されました。

する様々な相談に専門的な指導や助言をしました。とて

第１部では濱中司法書士より「空き家に関する家族信
託と成年後見制度について」講演をして頂きました。

も有意義な相談会になったと思います。ご協力頂いた各
先生方と、宅建協会会員の皆様には感謝いたします。

平成28年度第２回支部研修会
平成29年２月10日㈮午後１時30分より柳井市文化福
祉会館２階視聴覚室において平成28年度第２回支部研
修会が開催されました。当日は厳しい寒さではありまし
たが27名の方が出席されました。
山口事業所

ハウジング事業部長

とうございまし
た。次回もより

氏 「瑕疵担保保険、インスペクションについて」非常

多くの皆様のご

に解り易くご講演頂きました。

参加をお待ちし

の売買仲介の具体的ケースをお示し頂きながら瑕疵担保
保険加入時の控除や、加入条件等などの注意点を詳しく
ご説明して頂きました。
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今冬最強寒波により雪催いの中ご参加頂きました会

坂尻克彦

続きまして当協会岩国支部の塩田博志理事に中古住宅

入口康之氏より、家賃補償や

修理補償の保険のご案内をして頂きました。
員の皆様ありが

第１講は、積水ハウスグループ積和建設中国株式会社
山口支店

第２講は、㈱アソシア

ております。
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最近の判例から

－借地契約と更新料－

借地契約の法定更新に際し更新料を支払う慣習の存在は認め
られないとして、賃貸人の更新料支払請求が棄却された事例
（東京地判

平25・10・30

ウエストロー・ジャパン）中戸

康文

建物所有を目的とした土地賃貸借契約の更新に

Ｙは、更新料として、鑑定評価書に基づき1,028

おいて、賃貸人が賃借人に対し更新料の支払いを

万円余を提示したが、Ｘはこれに対し2,000万円

請求した事案において、賃貸人が主張する更新料

を提示した。また、Ｙは本件建物の改修を条件に

支払の合意、法定更新において更新料を支払う慣

加え1,400万円を支払う提案をしたが、Ｘは3,000

習の存在は認められないとして、賃貸人の請求を

万円の更新料の支払があればこれを認めると回答

棄却した事例（東京地裁 平成25年10月30日判決

した。
その後、更新料等について合意が得られず、ま

棄却 ウエストロー・ジャパン）

た、Ｘが申し立てた調停も不成立となったため、

１

事案の概要

ＸはＹに対し本件訴訟を提起し、
「Ｙは鑑定評価
書に基づく具体的な更新料の提案をしており、交

本件建物（昭和34年建築）の所有権を、競売に

渉過程において更新料の支払の合意が成立してい

より平成17年５月に取得したＹは、その後裁判所

る、また、本件土地が所在する東京都中央区銀座

に対し、土地所有者Ｘを相手方として、借地権譲

○丁目の近隣地域における借地契約では、賃料の

受許可の申立てを行い、平成18年６月に譲渡許可

増額が地価の上昇に追いつかず、適正賃料額と現

を得るとともに、承諾料3,378万円余の支払いを

実の賃料額との差額が拡大する傾向にあることか

命ずる内容の決定を受け、同決定は平成19年12

ら、借地契約の更新に当たり、賃料を補完する趣

月に確定した。

旨で更新料の支払をする例がほとんどであり、同

＜土地賃貸借契約（本件借地契約）の概要＞

地域では更新料の支払が慣習として成熟してい

・目的

堅固建物の所有

る、Ｘ依頼の不動産鑑定士作成の調査報告書によ

・期間

昭和56年10月から平成23年10月まで30

れば、本件賃貸借契約の更新料としては2,510万

年間（期間満了時に本件土地上に建物が

円が相当である」と主張した。

存続し、かつ、建物としての機能を維持
しているときは、協議の上、本件借地契

２

判決の要旨

約を更新することができる。）
・地代

80万円／月（平成23年10月時点）

平成22年９月、Ｘは本件借地契約の更新拒絶を

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を棄却
した。

申し入れたが、Ｙが本件借地契約の更新を希望し
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たため、ＸはＹに対し更新料の金額合意を条件と

⑴

して、本件借地契約の更新に応ずる通知をした。

で、ＹがＸに対して更新料を支払うことを合意し

Ｘは、本件借地契約の更新に係る交渉の過程

たと主張する。
しかし、交渉の過程において、ＸとＹとは本件

⑶

以上によれば、Ｘの請求は理由がないから、

これを棄却する。

借地契約の更新に関し、更新料を含め様々な案を
出し合っていたにすぎず、Ｙが不動産鑑定評価書

３

まとめ

を基に、更新料の金額の提示をしたとしても、そ
れは、その金額であれば更新料を支払う提案をし

借地契約の更新において、借地契約の特約ある

たものであり、Ｘがこれを拒否した場合、さらに

いは合意により、賃貸人に対し賃借人より相当額

相当額の更新料を支払うことまでを約したという

の更新料が支払われることは、実務上よく見られ

ことはできない。

る。

Ｘは、最終的に金額合意がされていないことを

しかし、借地契約が法定更新される場合に、賃

もって、更新料の支払合意がなく、借主は一切の

貸人に法律上の更新料請求権が認められるかにつ

支払義務を負わないとすれば、借主を不当に利す

いては、最高裁判所は、最二判 昭51・10・１ 昭

る結果となることから、本件経緯においては、遅

51（オ）第657号において、
「宅地賃貸借契約の法

くともＸの交渉に応ずるとして、Ｙから不動産評

定更新に際し、賃貸人の請求があれば当然に賃貸

価書に基づく具体的な更新料の提案がされた時点

人対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商

で、Ｙは合意に基づく更新料の支払義務を負うと

慣習又は事実たる慣習は存在しない。」と判示し、

主張する。

法律上の請求権を否定している。

しかし、Ｘ主張の論理をもって、ＸとＹとの間

以降、多くの下級審裁判例において、
「賃貸人

で更新料支払の合意がされたことを基礎付けるこ

が借地契約の更新時に更新料の支払いを賃借人に

とはできない上、貸主としては、正当事由の存在

対して求めることが一般化しているとしても、更

を理由に借地契約の更新に異議をとどめた上で、

新料の支払いが、慣行とか社会的な慣習法あるい

借主との間で、異議を撤回する場合の条件として、

は事実上の慣習として行われているという事実を

更新料支払の交渉をすることもできるのであるか

認めることはできないし、認めるに足りる証拠は

ら、Ｘが主張するように、貸主に一方的に不利な

ない」
（東京高判 平５・９・８ 判例タイムズ840-

結果を招来することにもならないというべきであ

134）等として、慣習等による更新料の請求権は

る。

否定されており、容認事例は見受けられないこと

⑵

次に、Ｘは、本件土地が所在する東京都中央

区銀座○丁目の近隣地域では、土地賃貸借契約の
更新に当たり、賃料を補完する趣旨で更新料の支
払をする例がほとんどであり、同地域では、更新
料の支払が慣習として成熟していると主張する。
しかし、問題は、賃貸借契約において更新料支
払の合意がなく、また、別途、更新料支払の合意
もされないまま、法定更新がされた場合において
も、更新料を支払うことが慣習として認められる
かという点にあるところ、本件においては、この
ような慣習が存在することを認めるに足りる的確
な証拠はない。

から慣習等に基づく更新料の支払義務は否定され
る方向で定着しているものと思われる。
更新料特約の定めのない本件借地契約において
は、当事者間において更新料を授受する合意が
あったかが、実質上の争点であったといえるが、
交渉を行ったのみでは更新料を支払う合意の成立
は認められず、賃借人より鑑定評価書に基づく更
新料の金額提示があったとしてもその結論は変わ
らないとされた本件判断は当然の帰結ではないか
と思われる。
（調査研究部主任研究員）
（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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退

会
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代表者

会

1

防府

⑴3513

㈱DDテック

中野

一郎

4

周南

⑽1427

高藤不動産

高藤

正司

2

山口

⑴3562

㈱アスクリエーション

山口

辰彦

5

宇部

⑺2194

㈲梶山不動産

梶山

高一

3

下関

⑴3563

㈱ハートビル

植村

成利

6

山口

⑺2220

㈱興建

斉藤

良一

7

下関

⑸2716

㈲第一不動産

冨田

実

8

山口

⑶3071

㈱YKコンサルティング

行本

康文

9

山口

⑵3284

シノ不動産㈱

篠原

忠明

10

宇部

⑴3382

㈲リアル・エステート

石井

俊明

11

宇部

⑴3495

㈲盛大不動産

佐々木

退

会

1

下関

大臣
⑺3955

泰平建設㈱

2

下関

⑾1095

3

下関

⑾1095

下関営業所

伊藤

俊樹

㈱デコス

安成

信次

㈱デコス コスパ店

安成

信次

司

協 会 の 動 き
1月

12 月
1

木 山口県居住支援協議会専門部会

於 山口 上原

第４回常務理事会

於 会館 出席者

11名

第５回理事会

於 会館 出席者

26名

2

金

5

月 苦情申出に係る事情聴取

7

水

苦情解決・弁済・求償業務
合同研修会

12 月 苦情申出に係る事情聴取
13 火 第５回宅建取引士法定講習会
試験事務総括会議

於 会館 白川、西村
於 東京

於 会館 白川、西村

賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会

30 月 第６回業務委員会

於 会館 出席者

火 居住支援協議会セミナー

於 山口

22

木 全宅連中国地区会長会

於 下関 上原、林、境田

ｙａｂ山口朝日放送「ひるくる！」
於 山口 竹之内
木 スタジオ収録
於 会館 出席者

９名

7

火 第２回山口県不動産研修会

於 山口 出席者

186名

8

水 平成28年度事務職員会議

於 会館 出席者

19名

10 金 賃貸住宅への入居支援ガイド説明会 於 岩国 出席者

18名

14 火

第６回宅建取引士法定講習会

故畑原基成宅建県議団長葬儀
11 水

於 岩国

上原、境田

業務委員会事業及び予算に関する
於 会館 出席者
事前打合せ

５名

山口県行政書士会新年賀詞交歓会 於 山口 松村
12 木 岩国支部新年互礼会
16 月

20 金

21 土

23 月

於 岩国 上原

於 会館 出席者

１０名

正副会長・委員長会議

於 会館 出席者

５名

於 会館 西村、西山

出前講座「はじめての一人暮らし
於 周南 上原、境田
ガイドブック」解説授業
於 山口 神田

25 水 全宅連広報啓発委員会

於 東京 上原

於 会館

出席者

10名

出席者

23名

17 金

都道府県宅建協会・本部事務局長
於 東京 神田
会議

18 土

山陽小野田市空き家セミナー・
無料相談会

24 金

神田、境田

24 火 住宅取得改修支援制度等説明会

第６回理事会

22 水 居住支援全国サミット

第３回苦情・弁済業務委員会

職員採用面接

第５回常務理事会

於 広島 西村

於

山陽
栗原、大林
小野田

20 月 賃貸住宅への入居支援ガイド説明会 於 山口 出席者

都道府県協会長・全宅保証本部長
於 東京 上原
合同会議

光市空き家セミナー・無料相談会 於 光

16 木

於 会館 藤村

岩国市空き家セミナー・無料相談会 於 岩国 松前、神田

15 水 全宅連中国・四国地区連絡会

1月

10名

2

第５回総務委員会

20

小林、山近

2月

於 会館 松尾

於 東京 上原

於 東京 上原

28 土 下松市空き家セミナー・無料相談会 於 下松

西村、白川、
野村

於 東京 西村、神田

14 水 賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会

27 金

25 土

於 東京 境田、野村

パートタイム職員面談

於 会館 出席者

４名

第５回法務委員会

於 会館 出席者

６名

宇部市空き家セミナー・無料相談会 於 宇部
日建学院合格祝賀会

26 日 岡本大忍氏黄綬褒章受章祝賀会
28 火

30名

賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会

浅川、土岐山、
野村

於 山口 松村
於 愛知 上原
於 東京 上原
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支部お薦めシリーズ

59

宇部支部

ときわ公園

湖畔に広がる四季折々の自然美は約100haにおよぶ
湖を中心に広がり「国指定登録記念物」
「日本の都市公
園100選」
「さくら名所100選」
「美しい日本の歩きたく
なる道500選」
「21世紀に残したい日本の風景」
「池坊
花逍遥100選」
「新日本歩く道紀行文化の道100選」等
に選ばれ、宇部市民だけでなく、多くの方の憩いの場
となっています。園内では野外彫刻の国際コンクール
ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）が２年に一度
開催され、常設展示のアートと自然の調和を見ること
ができます。
2016年に、生息環境展示を取り入れた「ときわ動物園」もグランドオープン。
霊長類を中心に愛くるしいコツメカワウソなど、自然に近い動物を観察できます。
ときわ遊園地では一日1,000円で乗り物乗り放題のぶちのりパスポートが小さなお子様連れに人気です。毎年
冬には市民参加型のイルミネーションイベント「TOKIWAファンタジア」を開催、市内全域に広まりつつあります。
同じく2016年に公園内にある「ときわ湖」が世界かんがい施設遺産に登録。
2017年４月には「世界を旅する植物園」がオープン。また楽しみが増えます。
私が行った日は、驚く程詳しいチビッコサポーター（小学生）が、家族に動物の説明をしている姿に遭遇し
ました。動物の出身地から出身地の風土や特長、家族などの話 思わず微笑んでしまいました。日々変化、進
化するときわ公園、是非ご来園、ご来宇お待ちしております。

宇部支部

時事
雑想

『健康のためなら死ねる』
タモリが残した名言のよう
ですが、10年程前から年齢
のせいか周辺事情が変わり
始めました。
健康に気を使う人が増え、
体にいいものの話が増え、タバコの値上がりとともに次々
と禁煙者が増え、喫煙出来る場所は減るばかり。不健康
の塊だった人たちがいきなり走り始め、早朝に一山越え

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
32

発行人

会長

上

原

祥

典

土岐山

絵

て風呂に入ってから仕事に向かうなんて・
・嘘でしょ。誘っ
てもらったものの迷惑をかけてはならぬと断り続けた結
果、
「ミリ」とも誘われなくなった。タバコはやめて９年
たったけど誘われなくなって９年たった。まぁ、誘われ
ても走れませんが少しさみしい。
そろそろ歩くくらいしてもいいかもしれません。健康
のためには死ねないけど、やっぱり健康がいいですも
んね。

〒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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