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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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平成29年度本部研修会を平成30年２月22日（木）
に山口市小郡の山口グランドホテル２F　鳳凰の間で
開催しました。研修会は約220名と近年稀にみる参加
者となりまして、用意していた資料が不足する事態
と会場の席が足りず、立見席になる程でした。

その要因としては、今回の研修会のテーマが平成
30年４月からの『宅建業法改正について』と平成32年
からの『民法改正の宅建業界への影響と対策』という
会員の皆さんにとって、業務遂行に必要な内容で大変
興味深いものだったという事で多くの参加者が増えま
した。さて、研修の内容ですが、西山総務委員長の司
会で始まり西村支部長の倫理綱領発声から上原会長の
主催者挨拶へと進み、本研修会へとなりました。

第１講では『民法改正の宅建業法への影響と対策』
を清水法律事務所　弁護士　清水秀俊様より講演頂
きました。この講義では、主に不動産売買に影響す
る改正、不動産賃貸に影響する改正のテーマからそ
れぞれの詳しい内容を基に説明がございました。内
容が民法という事もあり少々難しい部分もありまし
たが、とにかく宅建業者には今まで以上に契約の内
容が重要視され、民法が宅建業法、住宅瑕疵担保履
行法などと絡み契約書の修正を進めておく必要が今
後進めておく事が必要となります。その為、今回の
改正民法が今後の皆様の取引に重荷になる事を避け
る為には本日の清水弁護士様の講義が皆さんにとっ
て大変有意義になったのではないでしょうか。

つづいて第２講では『改正宅建業法について』を大
分県宅建協会会長の伊本憲清様より講演頂きました。
いよいよ、今年の４月から施行します宅建業法ですが、
既存住宅の取引に関しての項目が中心となりまして、
既存住宅の取引では、今まで以上に売主側からの情報
提供が充実され、宅建業者もより詳しく説明義務が課
せられる事になりました。その中でも、建物状況調査
では依頼者と媒介契約書を締結する際にこの制度につ
いての説明や調査によるメリットなどを説明して、更
に既存住宅売買瑕疵保険と絡めての販売を行うという
新たな取り組みが始まります。今までに無かった、事
前に建物の検査を行い、また、瑕疵担保責任保険を付

けて安心して既存住宅の購入が可能となる制度です。
更に、建物の建築又は維持保全の状況に関する書

類の保存状況の告知が義務付けられ、関係書類に記
載事項があれば書面を交付して説明をしなくてはい
けません。その為、重要事項説明書の書き方、売買
契約書の書き方も分かりやすく講義して頂きました。

この様な既存住宅の取引が４月１日から新法で対
応しなくてはならない為、本日が２月22日ですから
宅建業者の皆さんも急ピッチで準備しなくてはなり
ません。その為、本日の伊本大分県宅建協会会長様
の講義は大変参考になった事でしょう。

以上のような内容で平成29年度第２回の宅建協会
の研修会が終りました事、ご報告いたしたいと思い
ます。

総務委員長　右 田 善 弘

平成29年度　第２回山口県不動産研修会報告

プログラム

第１講　13:40～14:40
　演題　『民法改正の宅建業法への影響と対策』
　講師　　清水法律事務所　弁護士　清水　秀俊　氏

－休憩（10分）－

第２講  14:50～16:20
　演題　『改正宅建業法について』
　講師　　全宅連　人材育成委員長（業務執行理事）
　　　　　伊本　憲清　氏（大分県宅建協会　会長）
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( 一社 ) 山口県宅地建物取引業協会からのお知らせ

ハトマークサイト山口  リニューアルのお知らせ

　

来たる4月17日(火)、ハトマークサイト山口がリニューアルいたします。協会サイト
と物件検索サイト「ハトマークサイト山口」の2つに生まれ変わります。協会サイト
では研修会・講習会・入会案内など宅建協会からのお知らせを中心に、「ハトマー
クサイト山口」は消費者の使いやすさを重視した物件検索サイトになります。

- 山口宅建協会サイト - - ハトマークサイト山口 -

レスポンシブデザイン
パソコン・タブレット・スマートフォンなど、異なる画面のサイズに応じてページの表示が自動的に
変わります。

会員様向けのお知らせに特化しました
ページを開いてすぐに「協会からのお知らせ」一覧を確認することができるようになりました。
検索部分がなくなりお知らせに特化したことにより、知りたい情報を簡単に見つけることができます。

会員専用ページに「既存住宅状況調査（インスペクション）・
既存住宅売買瑕疵保険について」の項目が設置されます。
国土交通省・全宅連の資料、協会推奨の「インスペクション申
込書」のダウンロードが可能です。
改正宅建業法により既存住宅の売買・賃貸の取引時において、
インスペクションの実施の有無を説明する必要があります。ぜ
ひご覧ください。

会員専用
入口

消費者向け
物件検索
サイト

宅建協会
お知らせ
サイト

インスペクションについて

リニューアル後の画面

山口宅建協会サイト

4 17月 日
より開始!!

会員専用
入口
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◆パソコン画面 ◆スマートフォン 新機能

◆マイページについて

　

検索条件・マッチングメール
物件一覧ページにある「検索条件を保存」ボタンをクリ
ックすると、次回から「検索条件」に保存されたリストよ
りワンクリックで検索できます。(最大20件まで保存)
「メールを送る」にチェックをいれると条件に合った物
件をメールでお知らせします。

お気に入り
お気に入り登録をした物件を確認できます。
物件の♥マークをクリックすることで登録できます。
(最大100件まで保存)

閲覧履歴
これまでに詳細画面を開いた物件の閲覧履歴
を確認できます。(最大100件まで保存)

物件検索サイト「ハトマークサイト山口」は、スマートフォンやタブレットなどでも検索しやすい
 画面構成になるほか、地図・学校から探すなどの新機能も追加されます。

物件検索サイト「ハトマークサイト山口」

レスポンシブデザイン
スマートフォン・タブレットに
合わせ、ページのレイアウトが
自動で変わります。

消費者がマイページ作成
メールアドレスを登録すると
無料でマイページを作成できます。
1.　お気に入り
2.　閲覧履歴
3.　検索条件・マッチングメール
などの機能が実装しました。

学校から検索
最寄りの小学校・中学校を指定
すると学校から検索できます。
※学校の登録がある物件のみ。
　（登録する場合 物件からの距離は必須）
※登録は任意です。　

5



6



7



山口県住宅課からのお知らせ

報酬額が改正されました（平成30年１月１日から）
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額」の
改正ついて

【概要】
　低廉な空き家等であって、通常と比較して現地調査費用等を要するものについては、これまでの報酬額の上
限に加えて、当該費用等を考慮した額の報酬を売主から受領できる（ただし、18万円を上限とする）。
　 　

従来の報酬額 ＋ 当該現地調査等に要する費用に相当する額 ≦ 18万円（税抜）

○低廉な空き家等
  物件価格が400万円以下の宅地又
は建物をいう
○追加の報酬を受領できる相手方
  空き家等の売主又は交換を行う
者である依頼者に限る（買主又は
交換の相手方は従来どおり）
○当該現地調査等に要する費用に

相当する額とは
　人件費等を含むものであり、
媒介契約の際、あらかじめ報酬額
について依頼者に説明し両者間で
合意する必要がある

報酬の上限額（税抜）

18万円

10万円

従来の上限

料率５％ 料率４％ 料率３％

売主から
網掛けの部分
まで受領可能

200万円 400万円
物件の価格

宅地建物取引業者への一斉立入調査の結果
　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月から12月の間に36箇所について立入調査を行いました。
　違反業者数及び違反件数ともに、昨年度に比べて増加したものの、違反事案について悪質なケースはありま
せんでした。
　特徴としては、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認義務違反が最も多く、これは、確認記録の作成・保存
についての認識不足によるものでした。
　このほか、従業者名簿の未整備、帳簿の未整備、指定流通機構への登録・登録証交付の義務違反、重要事項
説明書への一部未記載、契約書への取引士の記名押印漏れなど基礎的な知識不足によるものが未だにあります。
　特に重要事項説明書や契約書の不備については、トラブルとなる事例も多いことからトラブルを未然に防止
するという観点からも、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） ○監督処分、行政指導を受けている業者
　○苦情紛争相談が寄せられた業者  ○50条２項の届出があった案内所等

　≪実施状況≫　※カッコ書きは、宅建協会会員で、うち数

　≪違反の内訳≫
　　・重要事項説明書不交付…………２件 ・従業者名簿の備付け義務違反……１件 
　　・帳簿の備付け義務違反…………１件 ・本人確認義務違反…………………９件 
　　 ・重要事項説明書の一部不備……４件 ・37条書面の一部不備………………２件 
　　・指定流通機関への登録義務違反（登録証不交付含む）……………３件

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
34（26） 2（2） 0（0） 36（28） 14（12） 2（2） 0（0） 16（14）
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仕事と治療の両立について
　現在、日本人の２人に１人が生涯のうちに一度はがんになると言われています。また、がんと診断された患者のうち
約３人に１人が20～64歳の働く世代であり、「仕事と治療の両立」については働き方改革実現会議の中でも大きく取り
上げられています。がんは治療技術の進歩により、現在は「長く付き合う病気」になりました。がんと診断されてから
５年後に生存している割合を平成５～８年と平成18～20年で比較してみると、53.2％から62.1％へと大きく向上して
います。また、がん患者の入院日数も平成８年には平均35.8日であったものが、平成23年には19.5日へと飛躍的に短縮
されています。これは通院治療が可能になったことが要因とされています。このような背景もあり、現在、仕事を持ち
ながら、がんで通院している人は推計32.5万人で、今後ますます増加することが見込まれています。がん患者の実態調
査によると、仕事を続けたい人の割合は92.5％で、その理由としては生計の維持、治療代の他、働くことが自分自身にとっ
て生きがいであるという理由があげられており、治療を続けながら働ける環境をつくることが必要とされていることが
わかります。
●仕事と治療の両立支援に取り組むメリット～事業者●
　・労働者の「健康確保」の推進　・継続的な人材の確保　・多様な人材の活用による組織や事業の活性化　　
　・「健康経営」の実現
●仕事と治療の両立支援に取り組むメリット～労働者●
　・治療に関する配慮が行われることによる病気の増悪の防止　
　・仕事の継続による収入の確保　・働くことによる社会への貢献
●仕事と治療の両立を実現しやすい職場の環境整備●
　　①事業者による基本方針の表明と労働者への周知　　　　
　　②がんなどの病気や、両立支援に関する知識の普及、啓発のための教育
　　③治療への配慮などが円滑に進むような職場風土の醸造　
　　④安心して相談や申出を行える相談窓口の明確化
　　⑤柔軟な勤務を可能とする休暇や勤務制度の検討、導入など。
●公的な社会保険制度●
　がんなどの治療にはかなりの医療費がかかると言われますが、「高額療養費制度」を利用すれば、一定の自己負担限度
額以上の支払いをしなくても済みます。「限度額適用認定証」を事前に発行しておくことで、入院だけでなく外来診療や
調剤薬局での医療費の支払額を自己負担限度額までにとどめることができます。また、健康保険の被保険者であれば休
業４日目から「傷病手当金」が支給開始日から最長で１年６か月間支給され、その後も一定の障害状態に該当して受給
要件を満たせば、障害年金申請も可能です。また、「傷病手当金」は退職までに健康保険の被保険者期間が継続して１年
以上あれば、退職後も引き続き手当を受給できます。国は、病気になっても安心して働き続けられる社会の構築を目指
して動き始めています。職場においても健康問題をはじめ様々な事情を抱える従業員が支えあえるような仕組み、時差
出勤や時短勤務制度、時間単位の休暇制度の制定など、柔軟な働き方について考える時期にきています。

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

■65歳超雇用推進助成金のお知らせ■
　65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希
望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を
行う企業に対して助成金が支給されます。継続雇用の内
容により助成金額は様々ですが、例えば1年以上雇用され
ている60歳以上の雇用保険被保険者が3人いる会社が60
歳定年を65歳定年にすると100万円が支給されます。

■平成30年度雇用保険料率は0.9％に据え置きへ■
　厚生労働省は平成30年度の雇用保険料率を29年度に
引き続き一般の事業で0.9％（事業主0.6％、労働者0.3％）
と据え置くことで了承した。失業等給付にかかる雇用
保険料率は1.2％が原則だが、雇用保険の財政状況によ
り弾力条項が適用され、下限の0.6％まで引き下げが可
能となった。

■労働者の募集や求人申込みの制度が変わりました■
　職業安定法の改正により、求職者等が、労働契約の締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労
働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等に新たな明示義務を課すことになった。具
体的には、①当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合（例：基本給30万円/月　⇒　基本給28万円/月）②当
初の明示の範囲内で特定された労働条件を提示する場合（例：基本給25万円～30万円/月　⇒　基本給28万円/月）③当
初の明示で明示していた労働条件を削除する場合（例：基本給25万円/月、営業手当3万円/月　⇒　基本給25万円/月）
④当初の明示で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合（例：基本給25万円/月　⇒　基本給25万円/月、営
業手当3万円/月）に契約締結の前に新たな労働条件の明示（労働条件通知書の交付等）が必要となる。明示が必要な事項
は、業務内容、契約期間、就業場所、労働時間・休日、賃金、社会保険・労働保険の適用等である。

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

9
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下関shimonoseki

下関支部創立60周年記念事業
創立60周年記念事業実行委員長　清 水 謙 治

　去る1月26日に、シーモールパレスにおきまして､宅
建協会下関支部60周年記念のメイン事業が開催されまし
た。多くのご来賓の方々や、会員各位の方々のご参加を
頂き、総勢160名以上となる記念祝賀会を催せた事は、
皆様方のお陰だと心から感謝申し上げます。
　まず最初にダイヤモンドの間におきまして、16時から
記念講演として、大阪の丸順不動産株式会社 代表取締役 
小山隆輝様による｢地域の価値を高める不動産業既存建
物の活用とBuy Local運動について｣と題してご講演いた
だきました。これからの、不動産業者としての取り組み
方として、一つの方向性を教えて頂けたと思います。と
ても為になりました。
　引き続き、記念式典を執り行いました。白川副支部長
の開会の辞で始まり、国歌斉唱･支部長式辞･県本部会長
祝辞･来賓祝辞･来賓紹介･祝電披露と続き、永年在籍会
員表彰では､22社の代表で、はやし住宅会長の林様が挨
拶をされました。そして、60周年記念事業の紹介をさせ

ていただき、東亜大学学生によるアパートのリフォーム
コンペにおいて、こちらの事情でアフターが出来なかっ
たことを詫びさせていただきました。これからも東亜大
学芸術学部さんとは、長いお付き合いが出来ればと思っ
ています。その後､当支部の副支部長でもある上原会長
の大臣表彰披露をさせていただきました。最後に私の閉
会の辞で無事に式典を閉じました。
　祝賀会は場所をエメラルドの間に移し、毎年行ってい
ます新年会を兼ねて最初に書きましたように、総勢160
名以上の盛大な祝賀会となりました。
　また、ハトマークカップ少年サッカー大会が、３月
10･11日に開催され県内外から32チームが参加し盛況の
うちに幕を閉じました
　私の謝辞の時にも言わせていただきましたが、ここま
で無事に終えることが出来ましたのも、係わっていただ
いたすべての人のお陰だと心から感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。
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アパートの内装デザイン提案

　下関支部の60周年記念事業の中で、東亜大学芸術学部の学生による「アパートの内装デザイン提案」の依頼を、快

く引き受けて頂いた二人の学生さんに、こちらの都合で現実化出来なかったため、心からの敬意を込めて、宅建やま

ぐちに掲載させて頂きました。

創立60周年記念事業実行委員長　清 水 謙 治
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下関shimonoseki

尾道空き家対策視察について
業務副委員長　吉 永 威 一 朗

　平成30年２月14日㈬に業務委員会のメンバー７

人でNPO法人「尾道空き家再生プロジェクト」を訪

問しました。

各所での内容
・NPO法人にて
　豊田代表に応対頂き、空き家対策の取り組みに

ついて説明頂きました。

　2009年に当NPO法人を立ち上げ、主に空き家バ

ンクを活用し、転住者の応対をしているとのこと

です。この空き家バンクは下関の旧４町で現在実

施されているようなものとは違い、車が入らない、

再建築不可、売却が困難あるいは非常に廉価な物

件があるエリアに限定したものとのことです。（ご

くごく狭いエリア）

　応対方法については主にネットを利用し、完全

予約制。

　問い合わせがあった方に対してはまず面談の前

に電話等である程度の希望を聞き、当該地に住む

事に対するリスクを説明した後、それでも来たい

という方に尾道へ来てもらい、豊田代表自身は案

内をせずに物件の地図を渡して外観だけ見てもら

う。その後さらに内見もしたい方には、後日大家

さんと連絡を取り合い内見をする（ここでも豊田代

表は同行しない）。条件面や交渉は一切タッチせず

に当事者間で決めて頂く。重説はもちろん契約書

も作成しない。

　立ち上げ後現在まで当空き家バンクへの登録人

数は1,000人を超えるとのこと。一方、現在の空き

家バンク登録物件は立ち上げ当初は56件から現在

は160件。

　尾道市役所との連携については2009年のNPO法

人立ち上げの前に市役所が実地での空き家所有者

に対して意向調査を500件行った後に当NPO法人へ

と引き継ぎ。下関で現在問題となっている個人情

報保護法については空き家所有者の同意をもらっ

た上で情報をもらっているので全く問題はない。

　立ち上げ当時に尾道市役所が懸念していた点は、

この取り組みを行うことで民業、宅建業者への利

益を阻害することがないかどうかを気にされてい

たとのことです。

　ボロボロの家がほとんどであるが、補助金の支

出条件も下関と比べると非常に緩和されており、

利用しやすい印象でした。市全体でこれを行うと

財源が足りないため無理であるが、エリアを非常

に限定化することによって可能となっているとの

こと。

　転入者は一般工務店に頼むだけではなく、DIYな

ども併用し廉価な工事をしている。（建築業者や宅

建業者が行うリフォームとは異なり、自分が我慢

できるところは手を加えない）

・再生工事物件にて
　豊田代表に自身が携わった物件をいくつか見学

させてもらいました。どの物件も道が無い再建築

不可のものであり、法面沿いに建っている物件も

ありました。

　古さを無くして新しくするというよりも古い箇

所を隠すのではなく、そのまま活かしながら廉価

にリフォーム費用を抑えていました。

　一方で私たちの宅建業の事業として取り組むに

は、営利からはかけ離れており物件説明や調査、

瑕疵担保責任の観点からも難しいと感じたのが正

直なところです。
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・尾道の街について
　海がすぐそばにある街で、法面沿いに建ってい

る家屋が多く、平坦地でも本通りからひとつ中に

入ればまず離合ができない、家と家が密集・密着

しており、長屋も多い点等下関との共通点が多く

みられる街でした。

　驚いたのは、車の交通量が圧倒的に少なく、老

若男女問わず自転車や原付を利用している人が多

かったところです。実際に尾道駅は駐車場よりも

駐輪場を作っていました。

　豊田代表に聞くと尾道の人は２㎞圏内であれば

車を使う人はあまりいないとのことでした。

・視察を終えて
　海が近い点など共通利点があるので、下関でも

同様の取り組みをすることは可能だとは思いまし

たが、そのためには行政の空き家特区指定やエリ

ア限定版の空き家バンクの制定、空き家に関する

補助制度の充実及び緩和が必要と感じました。

　なによりも空き家バンクを運営できる熱意を

持った民間の団体（NPO法人等）が必須だと感じま

した。

　また、宅建業としての取り組みは困難であると

書きましたが、作業内容などをさらに簡素化、限

定化することによって宅建協会でも取り組む事が

できるかどうかは今後の協議課題であります。

　この機会を通じて下関市役所と協議もさらに深

めていければと感じました。
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宇部ube

改正宅建業法 DVD研修会を実施して
業務委員長　浅 川 幸 則

　新年早々、１月11日に「国際ホテル宇部」にて午後１
時30分より５時までの予定で、今年度３回目の研修会
を実施しました。
　第１講は、山口県信用組合による住宅ローンの説明会
を行い、前向きな取り組みの姿勢を見せていただきまし
た。難しい案件でも「どしどし相談してほしい」と頼も
しいご提案でした。
　第２講は、宇部税務署統括官による確定申告の説明で
した。今年度の申告会場のレイアウト変更の説明や申告
書等の提出窓口、待合所が縮小となり混雑が予想される
ことを説明されて、「確定申告書」は国税庁ホームページ
での作成を推奨されました。
　第３講は、今回のメイン研修講話で、改正宅建業法に

ついて「既存の建物の取引における情報提供の充実」の
ＤＶＤによる研修会を行いました。会員の皆さんの関心
が高く、会場いっぱい43名の参加をいただきました。
　媒介契約の締結時に建物状況調査（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た書
面の依頼者への交付、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、売買等の契約の成立
時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を
記載した書面の交付・・・以上の宅建業法の改正が今年度
の４月１日施行開始となることをふまえて熱気を帯びた
２時間の研修でした。
　DVDは支部事務局に常備しておりますので、視聴を希
望される方はいつでも事務局へお申し出下さい。



15

支 部 だ よ り

 

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）

○退会者
　１．坪内　以延 坪内建設㈱ 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

石本住販 H30． 5．16 Ｈ30． 4．16
㈱新町地所 H30． 5．17 Ｈ30． 4．17
㈲あすか不動産 H30． 5．18 Ｈ30． 4．18
㈱オフィスＴ＆Ｈ H30． 5．29 Ｈ30． 4．29
亜興産業㈱ H30． 6． 9 Ｈ30． 5． 9
西日本住宅企業㈱ H30． 6．22 Ｈ30． 5．22
㈲山下工務店 H30． 7．10 Ｈ30． 6．10
㈲小野田不動産商事 H30． 7．13 Ｈ30． 6．13
㈲不二商 Ｈ30． 8．23 Ｈ30． 7．23
㈱ハシモト Ｈ30． 9．26 Ｈ30． 8．26
ゆうき不動産 Ｈ30．10． 8 Ｈ30． 9． 8

平成29年度年末交流会開催
　平成29年12月４日㈪ 18：30より、来賓に 宇部市長 
久保田后子様、宇部日報社 常務取締役 重永孝義様、県
議会議員 二木健治様 代理 蒲清隆様をお迎えして、宇部
支部年末交流会が行われました。
　松村支部長の挨拶のあと、宇部日報社 重永様の乾杯の
発声でにぎやかに交流会がはじまりました。
　どこよりも早い年末交流会をということで早めの日程
でしたが、多くの方にご出席いただいて楽しく交
流ができました。年々参加メンバーの平均年齢が下
がっており、余興をお願いした小学６年生の「あい
ちゃん」のヒップホップダンスの時などには大いに
盛り上げていただきました。ダンス歴７年というこ
とで見事なダンスでした。
　宴中盤で恒例の福引きが㈲不二商の村田さん、㈲
日栄地所の飯田さんの年末交流会コンビの司会とア
シスタントで始まり、用意していた景品が次々とさ
ばかれていきます。「特賞 京風おせち三段重」はなん
と事務局の御手洗さんに大当たり。御手洗さん、大
喜びでした。
　宴の終盤には、新規入会された(同)ライフクエス

トの児玉さん、(同)ハウススタイルの河村さん、オフィ
スときわの志馬さんから「頑張ります、よろしくお願い
いたします」と皆さんへご挨拶もいただきました。
　最後に、来年もまた善き年でありますよう、がんばり
ましょうと垰坂様のご発声で万歳三唱をしました。また
来年もいろいろな企画を考えてまいりたいと思います。
皆様ご参加下さいませ。

業　者　名 免許年月日 書類提出期限
原企画 Ｈ30．10．15 Ｈ30． 9．15
㈴安楽 Ｈ30．12．15 Ｈ30．11．15
㈲三盛 Ｈ30．12．27 Ｈ30．11．27
㈱Ｈｏｍｅｗａｙ Ｈ30．12．17 Ｈ30．11．17
不動産コンサルタントなびっく Ｈ31． 1． 5 Ｈ30．12． 5
㈲シマコー Ｈ31． 1．21 Ｈ30．12．21
豊栄建設㈱ Ｈ31． 1．21 Ｈ30．12．21
国本不動産商事 Ｈ31． 1．24 Ｈ30．12．24
㈱河野工務店 Ｈ31． 1．31 Ｈ30．12．31
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山口yamaguchi

不動産業界の今後
山口支部長　西 村 俊 爾 

　アパートの過剰供給時代にようやく歯止めがか

かろうとしています。昨年12月28日付の日経新聞

によると、急増したアパート建設にようやく歯止

めがかかり、家賃下落や空室増への懸念が強まっ

て来たとあります。国土交通省が12月27日に発

表した11月の貸家着工数は６ヶ月連続で前年同月

の実績を下回りました。金融庁の監督強化で地銀

の積極融資が止まり、相続税の節税対策も一巡と

なりましたが、過剰供給が住宅市場をゆさぶって

います。相続対策と日銀のマイナス金利導入を受

けて急増したアパート建設は、貸家着工は５月ま

で19ヶ月連続のプラスを記録しましたが一転、マ

イナス基調が定着しています。11月は前年同月比

2.9％減の３万７千508戸。貸家減で全体の新設

住宅着工数も５ヶ月連続のマイナスとなっていま

す。国交省の建設経済統計調査室は「個人向けア

パートローンの減少が着工に影響した。都市部の

需要は底堅いが地方は下っている」としています。

貸家着工は26都道府県でマイナスとなり、中では

山口県の62％減が最も大きな減少幅となっていま

す。ある不動産大手サイトによると、山口県山口

市内の賃貸住宅の空室率は18％で、10％前後の東

京都区部より高い。地方では好立地が少なくなっ

て着工が減り、将来の空室懸念も強まっていると

あります。

　一方、昨年東京銀座の一等地の地価がバブル期

を超えました。金融の異次元緩和が土地や株など

の資産バブルをあおってもいるようです。元日銀

金融研究所長で「バブル」という言葉を初めて日

本に紹介した翁邦雄さんは、1980年代始め、米国

留学でバブル現象を学び、本を書いたとき日本で

はまだほとんど知られていなかったそうです。改

めてバブルについて聞かれると、バブルとは「期

待の暴走」と定義され、土地や株、絵画などの資

産が値上りし、更に上がるという期待に拍車がか

かる状態が典型的バブルであり、有名なのは17世

紀のオランダのチューリップバブル。球根が家一

軒分なみの値段となり、その後暴落してオランダ

経済は大混乱でした。日本の1980年代後半のバブ

ルも株価と地価の急騰と暴落で経済は長期的にダ

メージを受けました。

　翁さんは「バブルで資産価格がゆがむのも問題

ですが、この状態で次に本当の不況が来るのが心

配。2020年の東京五輪のあと必ず需要が落ちる。

このままでは金融緩和の余地がない。経済が好調

の時に少しでも政策を正常化しておくべき」と言

われます。今が、それともこれからがバブルなの

か、来年2019年税の消費税増額も考えながら不動

産業界も大きな転機を迎えつつあるような気が致

します。
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支部情報交換会開催
業務委員長　尾 村 成 一

　平成30年２月８日㈭山口支部事務局において情報交換
会を開催しました。16名の参加者により間近に迫った宅
建業法改正の施行日（平成30年４月１日）に向け、建物
状況調査（インスペクション）や既存住宅売買瑕疵保険
のあっせん依頼を受けたときどうすればいいのか、媒介
契約書・重要事項説明書・売買契約書への記入方法等具
体的な情報交換を行いました。既存住宅（戸建て・マン
ション）の仲介業務をされる方、住宅用賃貸物件の仲介
業務をされる方必見の勉強会となりました。当日は建物
状況調査が可能で且つ、既存住宅売買瑕疵保険の登録事
業者である「積和建設中国株式会社 山口支店山口事業所
ハウジング事業部 統括課長時光努様」国の認定を受けた

住宅瑕疵担保責任保険法人である「住宅保証機構株式会
社 中・四国営業所 エリアマネージャー塩川達幸様」にも
ご参加頂き具体的なお話を頂きました。
　また、平成30年２月５日㈪・２月６日㈫は全宅連制
作のDVD「宅建業法改正（インスペクション）」を山口支
部事務局にて放映を行い両日で20名の参加者がありま
した。
　会員の皆様で「中古住宅の売買仲介・住宅用賃貸物件
の仲介」をされる方は平成30年４月１日以降改正宅建業
法に準じた「全宅連の様式」を利用しましょう。「建物状
況調査」の欄が入った様式を使って宅建業法違反になら
ないよう充分ご注意ください。

住居表示のお知らせ
　２月17日から大内御堀一
丁目～六丁目で住居表示が
実施されました。
　山口市のホームページで
確認できます。
　（問い合わせ先・・・

山口市生活安全課　
TEL083-934-2986）
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山口yamaguchi

 

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

◎新規入会
・㈱岡田不動産
　　　　　　 代表者・専任取引士　　岡田　恭典
・㈱山本工務店
　　　　　 　代表者・専任取引士　　山本　正成
◎代表者変更
　・㈱アーネストワン山口営業所 （新）小川　　洸
 （旧）安田　天祐
◎専任取引士変更
　・㈱アーネストワン山口営業所 （新）小川　　洸
 （旧）安田　天祐
◎住所変更

・㈱アスクリエーション （新）〒754-1277
 　　　山口市阿知須777-１
・㈱美栄不動産 （新）〒753-0816
 　　　山口市吉敷佐畑１-２-34

◎電話番号変更
・㈱アスクリエーション （新）（0836）38-8782
・㈱美栄不動産 （新）（083）923-3577
◎FAX番号変更

・㈱)美栄不動産 （新）（083）923-3577

会　員　の　動　き 免 許 更 新 の お 知 ら せ
商　　　　　号 免許有効期限

(有)山永不動産 H30． 5．12
(有)オクノ不動産 H30． 5．18
(有)沖田不動産 H30． 5．22
(株)桂土地建物 H30． 6．10
(株)アーバンエステート H30． 7． 6
熊野舗道工業(株) H30． 7．19
(株)アクトホーム H30． 7．25
(有)八雲開発 H30． 7．29
山口不動産(株) H30． 8． 6
中国住宅建設工業(株) H30． 8． 8
(有)ニッセイ H30． 8．11
信和不動産(株) H30． 8．17
(有)アージス H30． 8．31
ニューハウス H30． 9． 1 

 新入会員のご紹介
株式会社　山本工務店
代表取締役　 山本　正成

〒754-1277　山口市阿知須3232-3
TEL 0836-65-2092　FAX 0836-65-4792
山口県知事(1)第3602号

　この度、山口県宅建協会　山口支部に入会させて頂き
ました、山本工務店の山本正成と申します。
　入会に際し、ご推薦いただきました方々に心より御礼
申し上げます。
　昭和36年創業以来の建設業における実績と信頼のも
と、宅地開発、土地、中古住宅の売買仲介等を通じて地
域社会の発展に貢献します。
　今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い
いたします。

株式会社　岡田不動産
代表取締役　 岡田　恭典

〒753-0851　山口市黒川872番地13黒川ハイツ101号
TEL 083-976-6353　FAX 083-976-6355
山口県知事(1)3603号

　この度、宅建協会山口支部に入会が叶い会員に加えて
いただきました株式会社岡田不動産の岡田と申します。
　協会の一員としてお客様のご期待に応えられるよう初
心を忘れず日々精進して参りますのでご指導ご鞭撻のほ
ど宜しくお願い申し上げます。

会社所在地
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柳井yanai

平成29年度第２回支部研修会（不当要求防止責任者講習会）
　平成30年２月２日㈮午後１時30分より中国電力㈱柳
井発電所ふれあいホールにおいて平成29年度第２回支
部研修会が開催されました。この度の研修内容は３年に
１度の定期講習会である「不当要求防止責任者講習会」
で当日は寒さの厳しい中22名の方が出席されました。
　講師に公益財団法人山口県暴力追放運動推進センター 
事務局次長 土井康三様と山口県警察本部刑事部組織犯
罪対策課暴力団排除係 警部補 山寺孝幸様を迎え、暴力
団の現状のご説明と、30分間のＤＶＤ上映がありまし

た。後半は、暴追センターの概要、暴力団の不当要求に
対する具体的な対応要領をご説明後にロールプレーイン
グ研修を行いました。
　対応係に中村工業㈱の瀧口さん、記録係に㈱オカケン
の田代さん、録音係に柳井土地建物㈲の松本さんが、暴
力団に扮した山寺氏の迫力にもしっかりとした対応で要
求を退けられました。不当要求の迫力に屈することなく
冷静に対応され担当された３名の方がそれぞれの役をこ
なし終了しました。

○退会者
　退　会（準会員）　㈱イワナミ柳井営業所　　西見　隆

会　員　の　動　き

 暴力団追放：三ない運動＋１の推進
・暴力団を利用しない
・暴力団を恐れない
・暴力団に金を出さない
・暴力団と交際しない
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防府hohu

平成30年１月16日㈫ベルクラシック防府において、
下記のとおり第５回研修会を開催しました。

第１講「ＩＴ重説について」「宅建業法改正について」
講師：山口県住宅課主査　山田　義照様
第２講「住宅ローンについて」
講師：西京銀行防府支店　防府ローンセンター長

　佐々木知美様
今年も防府支部は、研修会への参加人数を増やす為の

試みとして、新年交流会の前に研修会を開催し、いつも
より多い参加人数になりました。

研修内容としては、平成29年10月１日より開始され
るようになった、賃貸取引に係るＩＴ重説の仕方につい
て「遵守すべき事項」と「留意すべき事項」を国土交通省
のホームページに掲載されているマニュアル資料を見な
がら、予想されるトラブルを防止する為に是非やってお

いた方が良いことを中心に丁寧に説明していただきまし
た。

又、平成29年４月１日からと、平成30年４月１日か
らの改正宅建業法の施行概要についても説明がありまし
た。「既存建物取引時の情報提供に関する規定について」
は、不動産のプロとして宅建業者が専門家による建物状
況調査（インスペクション）の活用を促すことで、売主・
買主が安心して取引ができる市場環境を整える事が求め
られていることを強く感じ、私自身大きな意識改革と業
務内容についても変更等していかなければならないと思
いました。

そして、これからも宅建業に携わる私たちは、常に新
しい情報をお客様に提供していく為に、紙上等の情報だ
けでなく、県本部や支部の研修会へこれまで以上に積極
的に参加していく必要があると思いました。

新年交流会開催
総務委員　上 田 清 侍

　平成30年１月16日㈫18時より、ベルクラシック防府
にて、防府支部の親睦行事である「新年交流会」を開催
しました。
　本年度は会員だけでなく、防府市副市長　村田 太様、
商工会議所副会頭　尾中 勝様をはじめとして支部が日
頃よりお世話になっている皆様にもご参加をいただき、
51名での開催となりました。

　開式に際し、防府支部の恒例となった防府不動産情報
サービス　上田清子様による舞をご披露いただき、続い
て中川支部長の挨拶、そしてご来賓の方からのご祝辞を
賜りました。
　乾杯後にはまず新入会員の紹介を行ない、各社から一
言づつご挨拶をいただきました。昨年度、防府支部には
５社の新規入会がありました。新入会員の皆様の周知や

第５回防府支部研修会開催
法務委員　古 河 和 子 



21

支 部 だ よ り

交流の機会をつくるために、今回の新年交流会において
準備や設営の中心となってご活躍をいただきました。
　また、余興のビンゴゲームにおいても、新入会員を含
む企画研修委員会のメンバーで商品の検討、購入、搬入
と準備していただきました。たくさんのメンバーのご協
力をもちまして、大いに盛り上がり、とても楽しい時間
をつくることができました。

　また、会場をバルーンで装飾して華やかさを演出した
り、ネームプレートを作成して交流のきっかけをつくっ
たりと、昨年の反省を活かしながら新しいことに取り組
みました。その結果、今回の新年交流会の目的である「楽
しさとメリット」を感じていただけた交流会になったの
ではないかと感じます。

◎所在地変更
　・あさひ不動産　　防府市大字真尾600-７　→　防府市戎町１丁目10－14
◎FAX番号変更
　・あさひ不動産　　0835-22-8821  → 28-1347

会　員　の　動　き
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周南shunan

2017年 周南支部忘年会
総務委員長　箱 﨑 壽 美 枝

　今年も周南支部の忘年会が平成29年12月６日㈬にホ
テルサンルート徳山にて開催されました。今年は97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。
　最初に池田支部長の挨拶、続いてご来賓の紹介、山口
県議会議員の藤井律子様代理　有吉典子様よりご祝辞を
頂戴したのち、木本安信理事の乾杯により会が始まりま
した。
　司会の藤井勉理事の進行で、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。結果は…なんと支部事務
局員の畑辺さんの優勝となりました！畑辺さんおめでと
うございます！

　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。
　総務委員会で会員の皆様に喜ばれるように選りすぐら
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、最後は藤井修二理事によ
る万歳三唱で締めていただき、小林拓宏理事の閉会の挨
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。ご参加くださいました会員の皆様
ありがとうございました。

チャリティー募金寄附
　平成29年12月20日㈫、箱﨑副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９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。
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 新入会員のご紹介
株式会社　サンテックス
代表取締役　 金子　智治

〒745-0075　周南市緑町三丁目55番地
TEL：0834-34-3177　FAX：0834-34-3166
山口県知事(1)第3599号

　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、株式会社サンテックスの金子智治
と申します。
　入会に際し、ご推薦いただきました方々に心より御礼申し上げます。
　不動産業界に関しましては実績も経験も乏しいのですが、色々な方々とのつながりを大事にして、
皆様に教えを頂きながら微力ながら地域活性化に少しでも貢献出来ればと思っておりますので、ご指
導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

平成29年度第２回周南支部研修会
法務委員長　松 尾 泰 治

開催日　　平成30年２月21日㈬
場　所　　周南地域地場産業センター
出席者　　60名

第１講　「人権問題について」　
講師　山口県土木建築部　住宅課　民間住宅支援班

主査　山田義照　様
　宅地建物取引業と人権問題をテーマに入居差別問題や
同和問題等、我々の業務に係る重要な問題をあらためて
見直す機会となりました。

第２講　「改正宅建業法について」DVD研修
　本年４月１日より施行される業法改正（既存建物の取
引時における情報提供の充実※媒介契約締結時・重要事
項説明時・売買等の契約成立時における建物状況調査（イ
ンスペクション）に係る宅建業者の説明等の義務）につ
いての重要な研修内容でした。約２時間の研修内容でし

たが、施行直前の最後の研修とあって多くの会員が終始
真剣に受講されておりました。

第３講　「既存住宅調査技術者について」
講師　周南支部　業務委員長　佐野弘　様
　第２講で取り上げた建物状況調査における登録事業者
への依頼の方法及び調査技術者の選定等、実際の業務に
係る取り組みについて業務委員長の佐野さんより具体的
に分かりやすく説明をいただきました。

株式会社　アキタ建設
代表取締役　 秋田　政人

〒745-0841　周南市若草町３番２４号
TEL：0834-21-0131　FAX：0834-21-8798
山口県知事(1)第3601号

　この度、平成30年2月に貴協会に入会させて頂きましたアキタ建設株式会社です。
　昨年6月に新事業部としてリノベーション事業「アナザーウェイ」を立ち上げました。
　中古＋リノベーションでお客様に「今までにないワクワクを！」をモットーに頑張ってまいります。
2月中には本社1階にショールームもオープン致します。
　異業種ですが、新しいことに挑戦することは、社員にとっても会社にとっても良いことです。私ど
もは業界におきまして実績はありませんが、貴協会と地域社会に貢献してゆく所存ですので、今後と
もご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
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新年支部講習会開催
法務委員　田 中 孝 敏

　平成30年１月17日にリビエールへいあんにて、支部
講習会が開かれました。
　第１講は、３年毎に行われる「不当要求防止責任者講
習」で、公益社団法人　山口県暴力追放運動推進セン
ター専務理事の竹崎純一様と山口県警察本部　組織犯罪
対策課　暴力団排除係　警部補の山寺孝幸様が、暴力団
の現状の話、DVDの上映による視聴覚研修、暴追センター
の概要・暴力団との対応要領の話、ロールプレイング研
修での模擬訓練、最後に総括、質疑応答などが行われ、
午後１時30分から午後４時30分までの長い講習となり
ました。暴力団の怖さ、冷静に対応しなければならない

点、ICレコーダーなどで記録することの大切さ等、大変
参考になりました。
　第２講は、「中小企業の景況について、日本政策金融
公庫の融資制度について」で、㈱日本政策金融公庫　岩
国支店　支店長の三浦博様と融資課長の高津俊也様が、
話をしてくださいました。約30分の講義で、結局終了は、
午後５時10分でした。
　新年早々、会員の皆様には、大変疲れるほど長かった
のですが、大いに参考になる講義でした。本当にお疲れ
様でした。
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　講習会の後、リビエールへいあんにて、新年互礼会が
開催されました。来賓としては、岩国市長の福田良彦様、
山口県宅地建物取引業協会会長の上原祥典様、岩国商工
会議所会頭の長野寿様、㈱日本政策金融公庫岩国支店長
の三浦博様、山口県宅地建物取引業協会総務委員長の西
山菊市様等の皆様方が同席してくださり、福田様と上原
様が来賓の挨拶をして、長野さんが乾杯で、万歳三唱は

三浦様がしていただき、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。
　今年は懇親会として、ビンゴゲームを行い、司会の大
藤さんと丸茂さんが、とても盛り上げてくれて、本当に
楽しい会になりました。
　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。

新年互礼会開催
法務委員　田 中 孝 敏

 新入会員のご紹介
安本建設㈱
代表取締役　 安本　　賢

〒740-0012　岩国市元町一丁目２番14号
TEL：0827-22-5500　FAX：0827-22-5584

　この度入会させて頂きました安本建設(株)の安本です。既に関連企業の(株)スクエアが所属させて頂
いておりますが、私共が改めて入会させて頂いたのは、建築条件付きの宅地分譲をスクエアが行い、
当社で建築をしておりました。しかし近年岩国でも、I社に代表される分譲住宅が多く建築されていま
す。地元の我が社でも同様に高性能でオシャレな差別化のできる分譲住宅を展開したいと思い、宅建
業を取得し宅建協会に入会させて頂きました。
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お問合せ　一般社団法人 賃貸不動産経営管理士  受付センター　TEL 04-7170-5520

一般社団法人　賃貸不動産経営管理士協議会

賃貸不動産経営管理士

詳細はWebで

賃貸不動産経営管理士「講習」と「試験」のお知らせ

平成30年度 「試験」
＊詳細は協議会HPをご参照ください。

試験日時 ▶ 11月18日（日）13:00 ～14:30（90分間）
試験会場 ▶ 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄

受験料 ▶ 12,960円（税込）
受験要件 ▶ 受験要件なし（どなたでも受験可能）
願書請求期間 ▶ 平成30年8月15日（水）～ 9月25日（火）12：00まで
登録要件 ▶ 宅地建物取引士、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務に2年以上従事している又は従事していた者

　賃貸不動産経営管理士講習は、公式テキストを教材に使用し、賃貸管理業務に必要な専門知識の習得と実務能
力を高めるための講習です。講習を受講することで11月の本試験の対策や業務知識の向上を図ることができます。
　希望者はどなたでも受講でき、本講習の修了者は、11月の本試験を受験した場合、出題40問のうち4問が免除
されます。平成29年度の試験合格率は、本講習修了者は53.5％で、全体の48.3％より5.2％高い結果となりました。

実施概要

平成28年9月に賃貸住宅管理業者登録制度が改正され、登録制度の中で賃貸不動産経営管理士が一定の役割を
担うことが明記されました。

賃貸不動産経営管理士をとりまく情勢

構成団体

日程 ▶ 平成30年8月20日（月）～21日（火）
 ＊全講義2日間

場所 ▶ 山口県不動産会館
 （山口市小郡黄金町5-16）

申込締切日 ▶ 平成30年8月6日（月） 当日必着
定員 ▶ 60名
 ＊定員になり次第、申込みを締切ります。
 　お早めにお申込みください。

受講料 ▶ 17,820円（税込）
 テキスト3,980円（税込）は別途
特典 ▶ 講習修了者は、本試験で4問免除されます。

受講申込方法
　　  ▼

1  賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ
（http://www.chintaikanrishi.jp/）から、賃貸不動産経営
管理士講習の「受講案内」と受講希望会場の「受講申込
書」をプリントアウトします。

2  「受講案内」をよくお読みになり、受講料を支払った後、受
講申込書を作成してください。

3  作成した受講申込書は「簡易書留」で、賃貸不動産経営管
理士協議会受付センターまで発送してください。

4  講習日の2週間前を目安に、協議会より受講票を送付い
たします。

賃貸不動産経営管理士試験のための講習を以下の日程で実施します。

。

上従事している又は従事していた者

平 成 30 年 度

＊本会場以外の日程は協議会HPをご参照ください。
＊テキストは事前に各自でご購入ください。

賃貸不動産経営管理士 「講習」 山口会場
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平成30年度宅地建物取引士　法定講習会のご案内
　　

　平成30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。
　また、平成２８年度より（公社）全日本不動産協会山口本部も山口県より指定を受けて法定講習会
を開催しております。
　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。発送時期によっては（公社）全日
本不動産協会から先に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が届きますので、お待ちいただけますと幸いです。

法定講習会の日程

※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。

開 催 日 会　　場 受講対象者（有効期限）

第１回 平成30年 4月10日㈫

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30年 8月13日から
平成30年10月 9日まで

第２回 平成30年 6月12日㈫ 平成30年10月10日から
平成30年12月11日まで

第３回 平成30年 8月 7日㈫ 平成30年12月12日から
平成31年 2月 6日まで

第４回 平成30年10月 9日㈫ 平成31年 2月 7日から
平成31年 4月 8日まで

第５回 平成30年12月11日㈫ 平成31年 4月 9日から
平成31年 6月10日まで

第６回 平成31年 2月12日㈫ 平成31年 6月11日から
平成31年 8月11日まで

お問合せ　一般社団法人 賃貸不動産経営管理士  受付センター　TEL 04-7170-5520

一般社団法人　賃貸不動産経営管理士協議会

賃貸不動産経営管理士

詳細はWebで

賃貸不動産経営管理士「講習」と「試験」のお知らせ

平成30年度 「試験」
＊詳細は協議会HPをご参照ください。

試験日時 ▶ 11月18日（日）13:00 ～14:30（90分間）
試験会場 ▶ 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄

受験料 ▶ 12,960円（税込）
受験要件 ▶ 受験要件なし（どなたでも受験可能）
願書請求期間 ▶ 平成30年8月15日（水）～ 9月25日（火）12：00まで
登録要件 ▶ 宅地建物取引士、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務に2年以上従事している又は従事していた者

　賃貸不動産経営管理士講習は、公式テキストを教材に使用し、賃貸管理業務に必要な専門知識の習得と実務能
力を高めるための講習です。講習を受講することで11月の本試験の対策や業務知識の向上を図ることができます。
　希望者はどなたでも受講でき、本講習の修了者は、11月の本試験を受験した場合、出題40問のうち4問が免除
されます。平成29年度の試験合格率は、本講習修了者は53.5％で、全体の48.3％より5.2％高い結果となりました。

実施概要

平成28年9月に賃貸住宅管理業者登録制度が改正され、登録制度の中で賃貸不動産経営管理士が一定の役割を
担うことが明記されました。

賃貸不動産経営管理士をとりまく情勢

構成団体

日程 ▶ 平成30年8月20日（月）～21日（火）
 ＊全講義2日間

場所 ▶ 山口県不動産会館
 （山口市小郡黄金町5-16）

申込締切日 ▶ 平成30年8月6日（月） 当日必着
定員 ▶ 60名
 ＊定員になり次第、申込みを締切ります。
 　お早めにお申込みください。

受講料 ▶ 17,820円（税込）
 テキスト3,980円（税込）は別途
特典 ▶ 講習修了者は、本試験で4問免除されます。

受講申込方法
　　  ▼

1  賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ
（http://www.chintaikanrishi.jp/）から、賃貸不動産経営
管理士講習の「受講案内」と受講希望会場の「受講申込
書」をプリントアウトします。

2  「受講案内」をよくお読みになり、受講料を支払った後、受
講申込書を作成してください。

3  作成した受講申込書は「簡易書留」で、賃貸不動産経営管
理士協議会受付センターまで発送してください。

4  講習日の2週間前を目安に、協議会より受講票を送付い
たします。

賃貸不動産経営管理士試験のための講習を以下の日程で実施します。

。

上従事している又は従事していた者

平 成 30 年 度

＊本会場以外の日程は協議会HPをご参照ください。
＊テキストは事前に各自でご購入ください。

賃貸不動産経営管理士 「講習」 山口会場
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 岩国 (1)3600 安本建設㈱ 安本　　賢

2 山口 (1)3602 ㈱山本工務店 山本　正成

3 山口 (1)3603 ㈱岡田不動産 岡田　恭典

4 周南 (1)3599 ㈱サンテックス 金子　智治

5 周南 (1)3601 アキタ建設㈱ 秋田　政人

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 宇部 (12) 731 岩崎不動産㈲ 岩崎　信治

2 周南 (7)2359 緑栄産業㈱ 吉本　逸郎

3 下関 (5)2582 福永不動産㈲ 福永　秀之

4 宇部 (5)2642 坪内建設㈱ 坪内　似延

5 防府 大臣
(3)6413 ㈱イワナミ　柳井営業所 西見　　隆

入　退　会　等

協 会 の 動 き
12月

1 金 セーフティネット制度説明会 於 広島 野村

4 月 第４回法務委員会 於 会館 出席者９名

5 火 全宅管理理事会 於 東京 松村

6 水 全宅連・全宅保証理事会 於 東京 上原

11 月

第３回常務理事会

於 会館

出席者11名

第３回幹事会（政治連盟） 出席者９名

第３回理事会 出席者30名

12 火

第５回宅建取引士法定講習会 於 会館 白川

賃貸不動産経営管理士協議会運
営委員会 於 東京 上原

13 水 試験事務総括会議 於 東京 西村、神田

14 木 山口県居住支援協議会事業説明会 於 山口 出席者38名

18 月

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

19 火 臨時総務委員会 於 山口 出席者10名

1月

11 木
都道府県協会長・本部長合同会議

於 東京 上原
47都道府県政治連盟会長会議

13 土 2018河村建夫　新春の集い 於 宇部 松村

16 火 全宅連広報啓発委員会 於 東京 上原

17 水 新年岩国支部互礼会 於 岩国 上原、西山

19 金 東京都・賀詞交歓会 於 東京 上原

21 日 下松市空き家セミナー・無料相談会 於 下松 重岡、小林

22 月 正副会長及び総務委員長会議 於 会館 上原、西村、松
村、西山

25 木 美祢市空き家セミナー・無料相談会 於 美弥 小田

27 土 光市空き家セミナー・無料相談会 於 光 藤田

29 月 第６回業務委員会 於 会館 出席者11名

30 火 賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会 於 東京 上原

2月

1 木

山口県居住支援協議会意見交換会 於 宇部 野村

全宅連西日本地区指定流通機構
協議会活性化会議 於 沖縄 上原、尾村

5 月 第５回総務委員会 於 会館 出席者９名

6 火 ブロック別意見交換会 於 広島 松村

9 金 山口県居住支援協議会意見交換会 於 下関 山近、野村

10 土

支部長・幹事長会議 於 山口 松村

吉田稔氏旭日雙光章叙勲受章祝
賀会 於 鹿児島 上原

13 火 第６回宅建取引士法定講習会 於 会館 松尾

15 木

第４回常務理事会

於 会館

出席者９名

第４回幹事会 出席者８名

第４回理事会 出席者27名

都道府県宅建協会・本部事務局
長会議 於 東京 山近

17 土

宇部市空き家セミナー・無料相
談会 於 宇部 浅川、土岐山

北村経夫新春懇話会 於 山口 松村

22 木 第２回山口県不動産研修会 於 山口 出席者221名

23 金 サブセンター流通担当役職
員研修会 於 福岡 尾村、山近

24 土 日建学院・合格祝賀パーティー 於 山口 西村

26 月 第５回法務委員会 於 会館 出席者10名

27 火 岡山県宅建協会との相談業務に
関する意見交換会 於 会館 上原、尾村、

白川、大田

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
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支部お薦めシリーズ
63

防府支部

時事
 雑想

　これを書いていると、女子
フィギアスケート坂本花織が
滑り終わり自己ベストを出し
ました。
　平昌オリンピック13日目、
日本選手の活躍を報道する

ニュースが毎日のように流れています。
　そんな、気持ちの良い時期にこの原稿を書いています。
　県の理事になり広報に携わって４年、２度目の時事雑想
を寄稿しました。

　今期で理事の役を降りることになっておりほっとしてい
ます。防府支部の理事と県の理事をさせて頂きよい経験に
なりました。特に法務委員会に４年所属している間、法令
法規の改正の多さに驚くと共に、消費者目線の改正が多く
なっている事を強く感じました。
　今後、更にお客様目線で仕事をしていき、不動産業界の
イメージアップを目指していきたいと思います。色々とお
世話になりありがとうございました。今後とも宜しくお願
い致します。

防府支部　藤　村　泰　則

発行人　会長　上　原　祥　典　　　編集人　法務委員長　西　村　俊　爾

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

〒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

「山頭火ふるさと館」　
　平成29年10月７日防府市宮市町に「山頭火ふるさと館」がオープンしました。
　「山頭火をうたい、山頭火にしたしみ、山頭火をつたえる」をテーマに、山頭火の顕彰や継承を行う施設です。
　「雨ふる故里ははだしであるく」や「分け入っても分け入っても青い山」など山頭火の句をご存知の方は多いと思い
ます。明治15年防府市に大地主の長男として生まれた山頭火は、日本各地をめぐりながら、旅の途中で１万句余り
の自由律俳句を詠みました。
　漂泊の俳人、昭和の芭蕉とも呼ばれており、その自由な生き方と自然な表現の句が現代人の共感を呼んでいます。
　常設展示の中には、山頭火の家族が防府市大道の酒場を買い取り経営していた頃、お酒を入れて販売していた徳利や、
山頭火が行乞流転の旅に出た頃の句から、昭和15年熊本最晩
年にかけて詠まれた句を収められた「七句集」などの実物資
料の他、日記や鉄鉢などのレプリカ資料も展示されています。
　近くには山頭火の生家跡があり、ここから小学校に通っ
た道は「山頭火の小径」と名付けられ、民家の塀などに山
頭火の句を見ることができます。また、生家跡や防府駅前
をはじめ市内各所に山頭火の句碑が80基以上建てられてお
り、句碑めぐりを楽しむことができます。
　天満宮のすぐ近くに位置しており、天満宮参拝後に気軽
に立ち寄ることができますので、お越しいただけると幸せ
ます！

山頭火の小径

山頭火の生家跡山頭火の小径
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