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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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全宅連・全宅保証
開催日
場 所
出席者

平成30年度定時総会

平成30年６月28日㈭
東京都「ホテルニューオータニ」
山口県宅建協会から１名出席

全宅連・全宅保証は６月28日、都内のホテルで定時総会
を開催しました。
全宅連の総会で、伊藤会長は、50周年記念行事等平成29
年度における事業を振り返るとともに、今年度の重点事業と
して安心Ｒ住宅や、賃貸管理業の法制化を挙げました。また、
５期10年務めた会長を退任するにあたり「大変長い間ご支援
いただき厚くお礼申し上げます」と謝意を述べました。
続いて、不動産キャリアパーソン受講の取組ならびに広報啓発活動等への取組に対する表彰が行われ、29年
度事業報告、30年度事業計画・収支予算の報告後、29年度決算、定款一部変更、任期満了に伴う理事・監事の
選任が審議され承認されました。
全宅保証の総会では、不動産総合研究所の地域貢献活動の取組に係る表彰が行われ、29年度事業報告、29年
度決算報告、30年度事業計画・収支予算の報告後、理事・監事の選任が承認されました。
総会後に開催された両団体の理事会において、任期満了に伴う新役員の選任が行われ、５期10年会長を務め
た伊藤博会長が退任、新たに坂本久・神奈川宅建協会会長が会長に選任されました。また、両団体の副会長３名、
常務理事（業務執行理事）16名がそれぞれ選任され、新執行部が誕生しました。坂本新会長は「地方創世の声を
多く耳にしている。皆さんのパワーと英知、つながりを生かして取り組みたい。」と所信を述べました。
続いて行われた２団体合同の懇親会は、国会議員、国土交通省、関係団体等、約800名が出席。挨拶に立った
石井啓一国土交通大臣は、空き家空き地の有効利用に係る諸施策、消費税率引き上げによる需要変動を平準化
するための税率予算による対策に触れ、
「こうした取組みを進めていくために、地域の実情や課題に精通し不動
産市場を現場で支えている皆さんのご理解お力添えが欠かせない」と述べました。
会長 上原 祥典

伊藤博会長

坂本久会長

石井啓一国交大臣
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一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会
開催日 平成30年６月29日㈮
会 場 東京都「ホテルニューオータニ」
出席者 山口県宅地建物取引業協会から３名出席
去る平成30年６月29日㈮に本会の第８回定時社員
総会を開催し、平成29年度事業報告・平成30年度事
業計画・収支予算報告と平成29年度収支決算報告の承
認、平成30,31年度理事・監事の選任が決議されまし
たことをご報告致します。
また、本会に於きまして新しいスローガンが公表さ
れました。
「住まう」に寄りそう。For perfect estate management

第８回定時社員総会

このスローガンに込めた思いは、選ばれる賃貸不動
産管理って、なんだろう。私たち全宅管理は、住居を
ベースにした暮らしをサポートする、プロフェッショ
ナルとしての誇りと責任を持っています。建物に寄り
添う、だけじゃない。そこに住む人の日常に寄り添
い、さらにはその地域社会全体に寄り添っていく。地
域密着型不動産店の強みを活かしながら、賃貸不動産
管理業の、高みを目指すこと。それが私たち全宅管理
の姿勢であり、約束なのです。
佐々木会長は、このスローガンのもと、様々な事業
展開を行っていくと力強く宣言されました。
副会長 主計 龍雄

中国地区不動産公正取引協議会
開催日 平成30年６月15日㈮
会 場 島根県「松江エクセルホテル東急」
出席者 山口県宅地建物取引業協会から９名出席
６月15日（金）中国地区不動産公正取引協議会定期
総会が、今年は島根県で開催されました。
総会では、上原理事（会長）の開会宣言からはじま
り、表彰状・感謝状贈呈では、西村理事（専務理事）
が代議員を代表して感謝状を受けとりました。
続く議事では、第１号議案（H29年度事業報告）と
して、西村理事（専務理事）から、研修事業の実施に
ついて、各種構成団体が行う新入会員を対象とした不
動産表示規約に関する研修会の開催、広告事業の実施
について、「不動産広告ハンドブック」の作成・会員
への配付、調査指導事業について、不動産広告の実態

第39回定期総会

調査及び指導の実施等々の報告がありました。さら
に、第２号議案のH29年度収支決算報告及び監査報告
へと続きまして、第３号・４号議案として、H30年度
事業計画及び同収支予算案の説明等が総会資料に沿っ
て淡々と進められ、いずれもが原案どおり多数決によ
り承認可決されました。
また、第６号議案の役員等改選について、津村会長
（広島県宅建協会会長）から、上原理事（会長）が副
会長に指命されました。
最後に、第７号議案として、壹岐理事（鳥取県宅建
協会会長）が、次回40回定期総会を鳥取県で開催する
上程案の結果、全会一致で承認可決され、定期総会は
定刻どおり無事終了いたしました。
（総会開催県：島根県→鳥取県→山口県→広島県→
岡山県の持ち回り）

公益社団法人 西日本不動産流通機構
開催日
会 場
出席者

平成30年６月22日㈮
広島県「ホテルグランヴィア広島」
理事
上原祥典
運営委員 尾村成一

平成30年６月22日㈮広島市内において、平成30年
度公益社団法人西日本不動産流通機構定時総会が開催
されました。
総会ではまず執行部より昨年度の活動として、公正
な不動産取引と会員・消費者からの信頼・評価される
不動産情報の提供をめざし、レインズシステムの整備
および機能向上、取引状況管理機能定着化等、不動産
取引市場の一層の透明化と活性化のための取組みを推
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定時総会

進した等の報告がありました。
その後議事に入り、報告事項として平成29年度事業
報告、続いて審議事項として平成29年度収支決算につ
いておよび役員選任案についての上程があり、すべて
異議なく可決承認されました。その後新役員による理
事会が開催され、新会長に一般社団法人岡山県宅地建
物取引業協会会長山上健一様が選任されたとの報告が
ありました。また、今総会で退任される役員・委員に
対し表彰状、感謝状が贈呈され、定時総会は滞りなく
終了しました。
運営委員 尾 村 成 一

平成30年度

山口県居住支援協議会

開催日 平成30年７月19日㈭
会 場 山口県「山口グランドホテル」
出席者 山口県宅地建物取引業協会から10名出席
山口県居住支援協議会の総会が、平成30年７月19日㈭山口グランドホ
テルで開催されました。
協議会会長挨拶で、上原会長は、県内では西日本豪雨災害等の被災者支
援賃貸住宅や、新セーフティネット法の住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅
の物件登録がまだまだ少ないことから、今年度はさらなる物件の登録促進
を掲げました。
議事では、第１号議案の山口県居住支援協議会会則（改正案）から始ま
り、第２号議案のH29年度事業報告と続きまして、第３号議案のH29年度収
支決算報告及び監査報告、第４号議案のH30年度事業計画、第５号議案の
H30年度予算（案）とプログラムに沿って進められ、いずれもが原案どお
り承認可決され、総会は定刻どおり無事終了いたしました。

総会

プログラム
山口県居住支援協議会総会
１．開会
２．山口県居住支援協議会会長 挨拶
３．議事
⑴第１号議案 山口県居住支援協議会
会則
（改正案）
⑵第２号議案 平成29年度事業報告
⑶第３号議案 平成29年度収支決算
⑷第４号議案 平成30年度事業計画
（案）
⑸第５号議案 平成30年度予算
（案）
⑹その他
４．閉会

山口県・山口県居住支援協議会 主催

新たな住宅セーフティネット制度説明会 開催

平成30年８月10日㈮下関市リサイクルプラザにおいて、「新たな住宅セーフティネット制度説明会」と題した事業説
明会が開催されました。本説明会は上原会長の挨拶で始まり、山口県土木建築部住宅課 主任 入江健太郎様の司会進
行により進められました。
第１講では、「新たな住宅セーフティネット制度について」と題し、下関市住宅政策課 主任 山﨑祐司様より、制
度の概要説明と、下関市における住宅登録の申請方法等について、ご講演いただきました。
第２講では、「生活サポートセンターの活動についての説明」と題し、下関市社会福祉協議会 生活サポートセン
ター下関 朝原博順様より、住宅確保給付金の概要説明と、生活サポートセンター下関の取組等について、ご講演いた
だきました。
第３講では、「地域包括支援センターの紹介・地域包括ケア推進室に関する説明」と題し、下関市長寿支援課 地域
包括ケア推進室 室長 山根智津子様より、地域包括ケアシステムについて、ご講演いただきました。
第４講では、「セーフティネット法に基づくリフォームローン制度について」と題し、住宅金融支援機構中国支店
まちづくり業務グループ 渡辺正憲様より、賃貸住宅リフォーム融資と、家賃債務保証保険の概要説明について、ご講
演いただきました。
最後に、山口県土木建築部住宅課 主査 仲子裕也
様より、居住支援法人制度及び事業の概要と、県が指
定した居住支援法人についての説明がありました。
約２時間と長時間の説明会であったため、ご参加な
さった皆様においては、大変お疲れ様でした。
また本説明会は、次回平成30年10月５日㈮に周南
地域地場産業振興センターで開催することとなってお
ります。
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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」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について
平成30年４月25日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。
）が公布され、平
成30年７月15日から施行されました。
これに伴って、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令にお
いて宅地建物取引業法施行令が改正され、平成30年７月15日から施行されています。
〇宅地建物取引業法施行令の改正点
改正法により、都市再生特別措置法第109条の２第１項においては、立地適正化計画に記載された同法第81
条第８項に規定する区域（居住誘導区域又は都市機能誘導区域の一定の区域）内の一団の土地の所有者及び借地
権等を有する者は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定（以下「立
地誘導促進施設協定」という。）を締結することができるとされました。
この場合において、都市再生特別措置法第109条の２第３項において準用する同法第45条の７等の規定では、
公告があった立地誘導促進施設協定については、その公告後に当該協定の対象である土地の所有者等となった
者に対しても当該協定の効力が及ぶとされています（いわゆる「承継効」）。
宅地建物取引業法第35条第１項では、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者が
不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業法施行令第３条第１項で定める法令に基づく制限を重
要事項として説明するよう義務付けています。
都市再生特別措置法第109条の２第３項において準用する同法第45条の７等の規定に基づく継承効の効力が
及ぶ宅地又は建物を購入等する者が、その効力を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから、
宅地建物取引業法施行令を改正し、これらの規定を新たに説明すべき重要事項として位置づけられました。
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山口県「空き店舗活用創業促進事業」について
山口県では今年度、山口県商店街振興組合連合会が実施する「空き店舗活用創業促進事業」に対して補助を行
い、ともに空き店舗を活用した創業を支援することとしています。

１ 主な事業内容
・「店舗活用創業応援センター」を立ち上げ、県内の空き店舗のデータベース「空き店舗バンク」を設置し、創
業希望者の希望条件をもとに、創業希望者と空き店舗とのマッチングを行います。（対象物件の所在地は県下
全域が対象となり、商店街内には限りません。）
・この事業専用のインターネットサイトで、空き店舗バンクを公開します。（10月１日公開。http://be-found.jp）

２ 山口県宅地建物取引業協会及び各会員様との連携
・空き店舗バンクには、「ハトマークサイト山口」に掲載されている事業用物件（一般公開）のデータを反映さ
せます。
・空き店舗バンクへの掲載に支障のある物件がございましたら、お手数ですが山口県宅地建物取引業協会までご
連絡いただきますようお願いします。
・「ハトマークサイト山口」に掲載していない事業用物件で、空き店舗バンクへの掲載が可能なものがございま
したら、専用様式により山口県宅地建物取引業協会までメール又はFAXで情報提供いただきますようお願いしま
す。（専用様式は、山口県宅地建物取引業協会ホームページ「会員専用ページ」に載せています。）
・物件の詳細や契約について、当センターや、空き店舗バンクを見た創業希望者からお問い合わせすることがあ
りますので、ご対応いただきますようお願いします。
※物件情報を公開する際には、地元市町や商工会議所等が集めた地域情報（周辺の店舗情報や人通りなど）を
追加して掲載します。
※空き店舗バンクには、全日本不動産協会「ラビ―ネット」に掲載されている物件や、市町・商工会議所・商
工会等が独自に把握した物件も掲載します。
≪事業イメージ≫

お問い合わせ先：
山口県商店街振興組合連合会（山口県中小企業団体中央会内）
〒753-0074 山口市中央四丁目５-16 山口県商工会館６階
担当／水野（TEL 083-922-2606 E-mail kenshinren@axis.or.jp）
山口県商工労働部商政課
〒753-8501 山口市滝町１－１
担当／田原（TEL 083-933-3110 E-mail tahara.naoyuki@pref.yamaguchi.lg.jp）
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平成30年度不動産無料相談所相談員研修会 開催
法務委員 上田 清侍
当日司会を務めさせていただいた、法務委員の上田
清侍と申します。
第１講は、『判例トラブル解説』というＤＶＤの視
聴により、実際の不動産トラブルとその問題点につい
て学びました。
第２講は、講師に公益社団法人 全国宅地建物取引
業保証協会 事業部長 堀内崇弘様をお迎えし、『無
料相談所における相談の対応について』と題して研修
を行なっていただきました。ここでは、保証協会の仕
組みや弁済業務の流れだけでなく、無料相談業務にお
いて気をつけなければならないことを、実例を用いて
お話しいただきました。
研修会を通じて、相談業務を行う際には「先入観を
持たずに話をよく聞くこと」、そして相談員のスキル
アップのための「相談員研修会へ参加」の必要性を感
じました。

平成30年度賃貸不動産経営管理士講習 開催
開催日 平成30年８月20日㈪、21日㈫
会 場 山口県不動産会館（山口会場）

講習カリキュラム

１日目

時 間
9:35～9:50
9:50～10:20
10:30～11:00
11:10～12:30
12:30～13:30
13:30～15:00
15:10～16:10
16:20～17:20
17:20～17:30
9:05～9:10
9:10～10:10
10:20～11:20

２日目

平成30年８月20日、21日の２日間、山口県不動産
会館３階研修ホールにて、２回目となる賃貸不動産経
営管理士講習を開催いたしました。
この講習は、毎年11月に一般社団法人賃貸不動産経
営管理士協議会の主催で行われる「賃貸不動産経営管
理士試験」において出題40問のうち４問が免除される
講習で、山口会場での申込者数は定員の60名でした
が、今年度は終盤の申込が多かったため、急遽65名ま
で増やし、当日は63名の方が受講されました。
平成28年９月に賃貸住宅管理業者登録制度が改正
され、その役割は、貸主に対する管理受託契約書の重
要事項説明、また契約書への記名押印は経営管理士等
が行うこと、登録業者は事務所ごとに経営管理士等を
１名以上置くことが義務化されました。これにより、
登録制度における、経営管理士の役割が明確になり、
今後不動産管理業においてますます賃貸不動産経営管
理士が重要な資格となってくることが予測されますの
で、11月の本試験を受験される方は、合格目指して頑
張ってください。
また、ご興味のある方は、次年度以降の受講・受験
を是非ともご検討ください。

今回、山口会場で受講された皆様、長時間大変お疲
れ様でした。

11:30～12:20
12:20～13:20
13:20～14:40
14:50～16:10
16:20～17:20
17:20～17:30

講 座
ガイダンス
賃貸管理総論
賃貸住宅管理業者登録制度
賃貸不動産経営管理士
昼食
管理業務の受託
借主の募集
建物管理の実務
賃貸借契約の管理
ガイダンス
ガイダンス
賃貸借契約に関する知識１
賃貸借契約に関する知識２
賃貸業への支援業務
（総論、各論、証券化業務、保険）
昼食
建築法規
建物の基礎知識と維持管理
設備の基礎知識と維持管理
賃貸業への支援業務
（賃貸不動産経営と税金）
ガイダンス・修了証配布
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下
関

shimonoseki

平成30年度価格査定
業務委員長

白川

保

８月７日㈫に本年度の価格査定をリサイ

の平均値を出すというやり方です。この価

クルプラザにおいて開催しました。昨年度

格査定は日頃の仕事で役に立つ参考価格だ

末に100ポイントを追加し、全1,030ポイ

と思います。路線価、公示価格と資料はあ

ント（中心233、川中211、長府221、彦島

りますが、私たち業者が日頃仕事上で苦労

142、菊川49、豊田32、豊浦63、豊北79）

しているお客様に提示する価格としても役

を６つに分けて各エリア５名が行いました。

に立つ資料と思いますのでご利用ください。

今回はその中でも中心、川中、長府地区は

最後にお忙しい中ご協力して頂いた会員

ポイント数が多いのでＡ・Ｂに分け実施し

の皆様に心より感謝をいたします。来年度

ました。

も価格査定を行う予定ですので参加経験の

査定の方法は各地区の担当５名が全ポイ
ントを査定し最高値と最低値を除いた３名
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ない方も是非参加をしてみて下さい。宜し
くお願いいたします。

支 部 だ よ り

柳
井

yanai

平成30年度第１回支部研修会
平成30年９月３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30年度第１回支部研修
会が開催されました。当日は28名の方が出席されました。
第１講は、㈱住宅ケンコウ社 営業部 不動産係 山
本 隆司様より「インスペクションについて」ご講演頂
きました。今年度より重要事項説明書に建物状況調査の
実施の有無・結果を記載する事などが必要となり、今後
インスペクションの活用が多いに期待されます。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
けた時の対処、業者としての購入者への注意事項など、
実務に大変役立つ内容の講義で受講者の皆さんは興味深
く熱心に聞き入っておられました。

支部長挨拶

㈱ＴＯＫＡＩ

続きまして第２講は ㈱中国警備保障 営業企画室
古川 剛様より空き家管理業務の警備会社への委託につ
いて詳しくご説明頂きました。空き家管理の目的に応じ
た管理サービスなど、これから空き家が増え管理を任さ
れる業者は多いと思いますのでより多くの会員の方にご
利用頂きたいと思います。
第３講では、㈱ＴＯＫＡＩ 建物管理サポート 福岡
営業部 三浦 豊様に「建物管理サポートについて」取
り扱われている商品のサポートシステムをご案内頂きま
した。こちらも多くの会員の方にご利用頂きたいと思い
ます。長時間にわたりご出席された皆様大変お疲れ様で
した。

㈱住宅ケンコウ社

三浦様

山本様

㈱中国警備保障

古川様

会場の様子

免許更新のお知らせ
業

者

名

免許有効期限

白木産業㈱
新庄不動産

H31． 3．19

マット㈱

H31． 3．25

H30．12．28

免許有効期限の90日から30日前までに住宅課へ提出して下さい。
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宇
部

ube

「夏休み みんなで工作
ワークショップと相談会」開催
業務委員長

村田幹夫

７月29日㈰地域貢献・交流事業として、
『ワークショッ
プと相談会』を宇部市文化会館で開催しました。
来場されたのは、主に夏休み中の子供さんと保護者
で、木工やクロス張り等８ブースを楽しく真剣に体験さ
れ、出来あがった作品を大事そうに持って帰る姿が印象
的でした。また、ボディメイクレッスンに参加された方々
は、普段使わない筋肉を使い、苦痛に顔を歪めながらも
良い汗を流されていました。支部役員によるペンギン作
りコーナーも大人気でした。住宅ローン相談会、行政書
士相談会、不動産無料相談会も行いました。
台風が心配される中でしたが大勢の来場者で賑わい、
来年への意欲をかき立てられました。来年もアイデアを
練っていい企画をやりたいと思います。ご協力いただい
た皆様、ほんとうにありがとうございました。
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支 部 だ よ り

平成30年度 第１回不動産研修会開催
副支部長

土岐山雪絵

平成30年７月27日㈮ココランド山口・宇部にて、第１回研修会が酷暑の
中行われました、新浅川支部長の挨拶からスタートです。
第１講は演題｢宅地建物取引業と人権問題｣ 講師は山口県環境生活部人
権対策室 主幹 野村忠宏様。山口県人権推進指針及び企業における人権問
題への取り組み。同和問題・部落差別解消は日本国憲法によって保証され
た基本的人権にかかわる課題であり、国民一人一人の理解を深めることが
必要とお話し頂きました。続いて講師は、山口県土木建築部住宅課 主査
武居美沙子様。宅地建物取引業と人権問題。基本的人権の尊重を十分に理
解、認識したうえで、入居拒否問題について宅建業者の社会的責務と取引
士の心得。そして取引士資格を有しない従業者への周知徹底及び指導につ
いての必要性についてお話し頂きました。
第２講は演題｢JA山口住宅ローンについて｣ 講師は次長 根本志信様と次
長補佐 山根克仁様。JＡ山口宇部ローンセンターの場所や活用方法、そして
メリットについてお話いただきました。
第３講は演題｢建物状況調査と瑕疵担保保険｣ 講師は株式会社住宅ケン
コウ社 課長 山本隆司様。中古住宅売買ならではの不安の解消について数
多くの事例を手がけておられるようで、もっと売り易く買い易く。重要事
項説明時における注意点、最近増えてきた買取再販の注意点、瑕疵保険も
長く入るメリットはない等、わかりやすい言葉でお話いただきました。気
になることがあればいつでもご相談をと携帯電話番号もサービスしていた
だきました。
第４講は演題｢仲介手数料に対する補助金について｣ 講師は宇部市役所
商工振興課 中小企業振興係長 川本満隆様。平成30年度商業資源活用促進補
助金についてお話しいただきました。宅建協会宇部支部が窓口になり、中
心街新規店舗賃貸及び売買における貸主・売主の仲介手数料の補助をする
というものです。総額の上限はあるものの是非とも活用してほしい。また
連携で改装、補修についても補助金があるので是非とも相談くださいと申
込書式の説明までいただきました。
最後に７月29日にある地域貢献事業のワークショップのお手伝いのお願
いと木原法務委員より、賃貸経営管理士試験の４問免除講習のおすすめを
していただき、隣地プールの子供たちの嬌声の中、散会としました。空は
夏の終わりの雲でした。

会

員

の

動

き

○移動入会
１．タマホーム㈱宇部店（周南支部より）
代表者
樋爪 政人
専任取引士 古谷
太
○代表者変更
１．㈲ハウジングアルダ
（新）竹升 末男
（旧）竹升 博志
２．藤本建設㈱ （新）藤井 浩子
（旧）藤本 一信
○専任取引士変更
１．日立建設㈱ （新）青木 育子
（旧）齋藤 清正
２．㈲ハウジングアルダ
（新）松尾
正
（旧）竹升 博志
３．㈲大徳建設 （新）西田真理子
（旧）村田 政子

免許更新のお知らせ
業

者

名

免許年月日 書類提出期限

㈴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 Ｈ31． 1． 5 Ｈ30．12． 5
なびっく
㈲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

㈲小田工務店

Ｈ31． 2． 5 Ｈ31． 1． 5

美祢市空き家対策セミナー・
相談会に参加
支部長

浅川幸則

平成30年８月14日に美祢市民会
館にて美祢市空き家対策セミナー・
相談会が開催されました。参加者は
15名。まず、セミナーで宅建協会
宇部支部の組織の説明と空き家利活
用相談窓口の案内と実績について
話しました。その後の空き家相談
では相談者がなく、ちょっと残念で
した。これからも美祢市と連携をと
り、空き家利活用について推進して
いきたいと思います。

㈱アーバン・クリエイト Ｈ31． 2．25 Ｈ31． 1．25
㈱朝日土地建物

Ｈ31． 2．27 Ｈ31． 1．27

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）
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山
口

yamaguchi

平成30年度
法務委員

髙見

第１回山口支部研修会

護

平成30年７月17日㈫山口市湯田温泉のセントコア山
口において平成30年度第１回山口支部研修会が開催され
ました。西日本豪雨に被災された方へ黙とうを捧げ、尾
村成一支部長の挨拶で始まり、平連嗣騎理事の司会進行
により開催されました。
第１講では「平成30年度税制改正のあらまし」と題し
山口税務署 上席国税調査官 田中博明様より、居住用
財産の買換えに伴う譲渡損失の特例の延長措置延長と、
特例を適用できるか簡単に分かる便利なチェックシート
の利用についてご講演を頂きました。
第２講では「宅地建物取引業者と人権課題」と題し山
口県環境生活部人権対策室 主幹野村忠宏様より、人間
尊重を基本理念にし、じゆう、びょうどう、いのちをキー
ワードとした山口県人権推進指針についてご講演頂きま
した。第２部では、山口県土木建築部住宅課 主査 仲
子裕也様より、憲法で保障された「居住・移転の自由」に
関わる重要な業務に従事している宅建業者が、同和地区、
外国人、高齢者、障害者等に対する入居機会の制約を排
除することが重要な業務であるとご講演を頂きました。
第３講では「日本政策金融公庫の取り組みについて」
と題し日本政策金融公庫 融資課長 中山昌宏様より開
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業支援、事業承継、協調融資商品等のご提案を頂きまし
た。我々の強い味方、
「融資のことなら中山様」を合言葉
でよろしくお願いします。
第４講は「インスペクションと瑕疵保険」
「売り易く、
買い易く」と題し、株式会社住宅ケンコウ社 課長 山
本隆司様より、建物状況調査の検査内容、既存住宅瑕疵
保険についてご講演頂きました。平成30年４月１日より
媒介契約書面等に、建物状況調査のあっせんの有無の記
載が義務化されました。建物状況調査の実施により取引
の透明性を高め「売主と買主が安心できる取引」を積極
的に実施することで、
「宅建業者も安心できる取引」が増
えていくものと期待されます。
最後に、尾村成一支部長より建物状況調査を記載する
際の媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書の作成時
の注意点等ご説明を受け、平成30年度第１回山口支部研
修会研修会が終りました事ご報告致します。
３時間と長時間の研修会でしたがご参加された皆様お
疲れ様でした。
今後も会員の皆様にお役にたてる研修会を開催して参
ります。また、研修に関してのご要望等がございました
ら、お気軽に法務委員会におよせください。

支 部 だ よ り

平成30年度「価格査定」
「情報交換会」のご報告
業務委員長

山野宏治

平成30年９月４日㈫湯田温泉ホテル翠山荘にお

山口県宅建協会の価格査定システムは、１物件

いて、平成30年度標準事例地の価格査定を行いま

毎に、約10名の不動産売買に携わる精鋭の方々が

した。昨年と同じ方法で、標準事例地1,055ポイン

査定し、その平均値を取った事例地査定価格はほ

トを支部会員約50名の方々のご協力を得て、１チ

ぼ実勢価格だと自負しております。

ーム約10名で各地域に分かれ査定しました。ご参

会員の皆様方には、売買取引や媒介契約締結時

加していただいた、会員の皆様のおかげで、予定

の価格明示等において、是非有効にご活用してい

していた時間に無事終了しました。

ただきたいと思っております。

その後、同ホテル内にて『情報交換会』を行い

お忙しい中、ご協力していただいた会員の皆様

ました。50名もの会員さんに集まっていただいて

方には、心よりお礼申し上げます。この価格査定

いるせっかくの機会ですので、食事をしながら慰

は毎年実施していきますので、今後ともご協力よ

労を兼ねた情報交換会を致しました。

ろしくお願い致します。
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山
口

新入会員のご紹介

yamaguchi

株式会社 陽だまり
代表取締役

大海

和彦

〒753-0046 山口市本町１丁目２番２号
TEL 083-921-0705 FAX083-921-0705
山口県知事(1)第3625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、株式会社陽だまりの大海和彦と申します。
宅建業者としては、まだスタートしたばかりの新参者で
ありますが、これまでの経験と知識に新たな研鑽を積み重
ね、「住みよい環境づくり」に精進して参ります。
ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

株式会社 アールビル
代表取締役

有村

宗和

〒753-0823 山口市若宮町2番48号
TEL 083-933-6633 FAX083-933-6622
山口県知事(1)第3627号

この度、山口県宅建協会山口支部に入会させていただきま
した、株式会社アールビルの有村と申します。
皆様のご指導を仰ぎ、不動産業を通じて地域社会に貢献で
きますよう、鋭意努力して参りますので、今後ともどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

株式会社 丸久
不動産事業部

支

店

長

宮野支店

乾

育子

〒753-0021 山口市桜畠２丁目５-23
TEL 083-995-0909 FAX083-995-0910
山口県知事(1)第3499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、株式会社丸久不動産事業部宮野支店の乾と申します。
宅建業者として、また協会の一員として、地域の皆様
の安心、充実した暮らしのお手伝いが出来るよう、能動
的かつクリーンな営業をして参りたいと思います。
今後とも、皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申
し上げます。

エヌライフエステート
代

表

能美

誠俊

〒753-0252 山口市大内中央2丁目16番23号
TEL 083-902-5888 FAX083-902-5898
山口県知事(1)第3628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、エヌライフエステートの能美と申します。
まだまだ若輩者で学ぶことも多いですが、謙虚に学
び、これまでの経験で活かせることを最大限に発揮
し、仕事を通じ宅建協会・地域に貢献できるよう精一
杯がんばっていきたいと思いますので、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。
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支 部 だ よ り

平成30年度第１回ゴルフコンペ開催 Ｈ.30.６.６
ゴルフ幹事

平連嗣騎

去る６月６日㈬、レインボーヒルズ泉水原ＧＣにて平
成30年度第１回親睦ゴルフコンペが、６組23名の多数
のご参加を頂き盛大に開催されました。
数日前からの天気予報で雨が降ることは覚悟しており
ましたが、最近の予報はやはり当たります！
で、皆さん、ホールアウトまでレインウェアに身を包
み、果敢に難コースに挑みました。
結果の方は、株式会社アーバンエステートの高山社長が
コンディションの悪い中、難コースを見事に攻略され、
優勝を飾られました。
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。お忙し
い中ご参加頂きました皆様、本当にありがとうございま
した。次回も多数のご参加をお待ちしています。と、普
段はこれで締めくくるのですが、今回は、そういう訳に
はいかないことが・
・
・。

高山さん

泉水原ＧＣ・12番ホール（パー３）
。距離こそ125ヤー
ドですが、谷超えであり、その谷底から巻き上げる風の
読みが非常に困難で、加えてグリーン奥は即ＯＢ、そし
て何よりもグリーン左右の強烈なガードバンカーがプ
レーヤーを悩ませ、萎縮させる泉水原のアーメンコー
ナーと言っても過言ではないプレーヤーの勇気と技量が
試される屈指の難易度のパー３。
パシューっ！！
セキスイハイム中国の清板さんの（多分？）ＰＷで
放ったショットは、１ピン左から軽～いフェードで美し
い放物線を描きながらどこまでも、どこまでもピンを指
し続ける・
・
・。
そして・・・、
「入ったー（同伴競技者の叫び）！！！」。
あとは、写真の通りです。清板さん、おめでとうござい
ます。ナイスホールインワンです！

清板さん

◎新規入会
・㈱陽だまり

会

代表者
専任取引士

・㈱アールビル

員

の

大海 和彦
佐々木浩志

有村 宗和
・㈱丸久不動産事業部 宮野支店
代表者・専任取引士 乾
育子
・エヌライフエステート
代表者・専任取引士 能美 誠俊
◎代表者変更
・吉南商事㈲
（新）氏永 東光
（旧）松室 隆江
・㈱田村ビルズ 山口小郡支店
（新）佐藤 理太
（旧）能美 誠俊
・エルクホームズ㈱
（新）高橋 義人
（旧）曽我 裕己
・㈱アーバンエステート
（新）髙山 浩樹
（旧）西村 俊爾
・エフケイビル㈱
（新）木山
翔
（旧）西川 貴章
代表者・専任取引士

動

き

◎専任取引士入会
・中国住宅建設工業㈱
（新）酒井 敏行
（旧）笠原 裕司
◎専任取引士変更
・㈱アーバンエステート
（新）堀
隆司
（旧）有村 宗和
・㈱ファーストコーポレーション
（新）町田
啓
（旧）加来 美和
◎取引士会員退会
・エフケイビル㈱
田原
崇
◎住所変更
・㈲リトルサービス
（新）〒753-0824
山口市穂積町２-17
◎電話番号変更
・㈲リトルサービス
（新）083-927-1990
◎FAX番号変更
・㈲リトルサービス
（新）083-921-2002
・㈱丸久不動産事業部 宮野支店
（新）083-995-0910

免許更新のお知らせ
商

号

免許有効期限

百年住宅西日本㈱

H30．11． 7

西日本スリーク㈲

H30．11．15

クリーンエステート

H30．12．10

㈱日建

H30．12．11

㈱山本商事

H31． 1． 6

鴻城土建工業㈱

H31． 1．21

㈲アイ・アール

H31． 2． 5

山陽綱機建設㈱

H31． 2．22

㈲三協

H31． 3．13

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

防府支部研修会開催
金田練二郎

法務委員長

平成30年７月26日㈭にデザインプラザ防府４階研修室に於きまして、以下の内容で支部研修会を開催致しました。
この度は、研修内容に関わる他団体との今後のネットワーク構築と発展・継続を深めて行く事を考慮し、
『山口県建
築士会防府支部』並びに『ＮＰＯ法人防府まちと住まいのアドバイザーセンター』の両団体にお声掛けを行い参加者41
名で研修を行いました。

法務委員

廣政

努

防府支部では、本年４月より施行された「建物状況調査～インスペクション」の実態を話し合い、現状の問題点とし
ては、会員の皆様は本制度の趣旨は理解しているものの、実務上の流れや疑問点が不明なこともあり、不安等抱えて
いるのではないかとの意見が出ました。
そこで、７月26日㈭に、
「株式会社住宅あんしん保証」の担当者を講師としてお招きし、研修会を開催しました。
インスペクションは、買主様に対する瑕疵担保責任を明確にすることで、より良い中古住宅市場の活性化を図るも
のですが、具体的には、瑕疵保険を利用することで、売主及び買主も安心できる材料になることや、税制優遇及び、
給付金制度を利用できる場合もある事など、大変有意義な研修会を開催することができました。
日頃は不動産業界内だけの研修が多いのですが、当日は、枠を超えて建築士会様・ＮＰО法人防府まちと住まいの
アドバイザーセンター様の皆様にもお声掛けをした結果、多くの参加があり、皆様真剣に聞かれておられました。
これを機会に、今後各団体との繋がりも出来れば、より良い関係が構築されることを期待したいと思います。

【日時】 平成30年７月26日㈭
午後１時30分から午後３時30分
【内容】 Ⅰ．宅建業法の改正と建物状況調査について
Ⅱ．既存住宅向け瑕疵保険と各種税制優遇について
Ⅲ．検査項目、事故事例のご紹介
【講師】 国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社住宅あんしん保証
西日本営業部 福岡営業所 所長 芦田智仁 様
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防府市長 表敬訪問
法務委員

廣政

努

本年６月に防府市長になられた池田豊市長に、７月24
日㈫業界内の要望や提案を今後行っていく為に、理事８
名で表敬訪問致しました。
市長になられてまだ、１か月しか経っていないお忙し
い中での訪問でしたが、当日は予定時間もオーバーして
対応していただきました。
面談の中で市長としての今後の意気込みを聞かせてい
ただき、宅建協会としての提案もさせていただきました。
今後も、随時提言してまいりたいと思います。

新入会員のご紹介
株式会社 インスパイア
代表取締役

渡邉

〒747-0043 防府市平和町16-15 防長不動産ビル102
TEL 0835-23-7788 FAX 0835-28-0011
山口県知事(1)第3620号

一徳

この度、山口県宅建協会防府支部に入会させて頂きました㈱インスパイアの渡邊一徳と申します。
企業名であり、基本理念である『インスパイア』は、ラテン語の「in-（中へ）」+「spirare
（息、息吹）」から、（思想や生命などを）吹き込んだり、感化、啓発、鼓舞、または奮い立たせ
たり、ひらめきや刺激を与えたりすること。という意味になります。
弊社は、世の中に新たな価値をインスパイアしていく『発想資源企業』であります。
地域に貢献することはもちろんの事、若い発想で新たな価値を地域へ吹き込んで参ります。
会員の皆様には、今後とも御指導御鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

会
◎代表者変更
・清水宅建㈱
◎専任取引士増員
・㈱田村ビルズ防府店

員

清水

孝義

冨岡

一葉

の

動

き

→

清水

義夫
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周
南

shunan

平成30年度価格査定について
７月23日に支部会員様40名のご協力をいただ
き恒例の価格査定の為の標準事例地の価格の見直

きの根拠」となり大変有用なシステムです。

し作業を行いました。前年の33名から７名増の

周南支部でも昨年度は1292件のご利用をいた

参加でした。周南支部の価格査定ポイントは旧徳

だきました。今後さらなる価格の信憑性向上の為、

山、新南陽、下松、光、大和で927ポイントで４

見直し作業には会員様多数のご参加をお願いいた

地域４班体制での査定作業を行いました。

しますと共に益々のご利用をお願いいたします。

ご参加いただきました会員の皆様には深く感謝
いたしますとともにお礼申し上げます。
作業終了後は懇親会会場に移動しての和気あい
あいで楽しい一時でした。又、懇親会では次回に
向けての改善事項等の話題も出てより一層精度の
高い査定について多数の建設的なご意見をいただ
きました。
価格査定システムは宅建業法上の「宅地建物取
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引業者が価格又は評価額について意見を述べると

支 部 だ よ り

「周南支部のあゆみ」
（活動年表）掲示について
池田前支部長の提案により、本年度より昭和58年度か
ら平成25年度に至る周南支部のこれまでの事業や催しに
ついての活動年表を作成し、支部事務局に掲示を行いま
した。県本部の事業協力や会員向けの研修、地域貢献活
動、会員間の親睦行事などを、年度毎に分かりやすく紹
介しております。ベテラン会員の皆さんの若かりし頃の
お姿なども写真で見ることができ、会員の皆さんからは
「懐かしい」と感慨深い声が聞かれました。これを見ると
現在の周南支部が存在するのも、こうした先人達の絶え
間ないご尽力のおかげであると、感謝の念に堪えません。
掲示の期限はございませんので、周南支部にお立ち寄り
の際はぜひ一度ご覧ください。

新入会員のご紹介
久米不動産
代

表

藤井ハルミ

者

〒745-0801 周南市大字久米1455-1
TEL：0834-26-0893 FAX：0834-26-0893
山口県知事(1)第3624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。久米不動産 藤井ハルミと申します。
入会に際し、ご推薦いただきました方々に心よりお礼申し上げます。
不動産業界に関しましては初心者でありますが、皆様からのご指導ご鞭撻をいただきながら頑張り
たいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社
代表取締役

GRIT

松原

徹

〒744-0024 下松市末武上1275
TEL：0833-58-9074 FAX：0833-58-9074
山口県知事(1)第3623号

下松市役所で約12年、福祉事業に従事し平成26年に独立。介護保険や障害福祉事業所の新規開設や
運営の支援を行うコンサル業務を行っています。
宅建業は新しいチャレンジです。
「福祉」の切り口から、自分らしい業務ができればと考えています。
皆様と一緒に地域に貢献したいと思いますので、よろしくお願い致します。
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岩
国

iwakuni

岩国支部講習会について
法務委員

廣兼頼子

平成30年７月19日㈭午後２時から午後４時30分まで
の間、大変な猛暑の中、支部講習会が、岩国市福祉会館
にて開催されました。総勢80名を超える会員の皆様が参
加され、講習会に対する意識の高さが伺えます。
第１講では、岩国住宅防設計協会幹事でもある建築士
会岩国支部 支部長 菊重 徹様に、
「岩国基地周辺の住
宅防音工事について」という演題でご講演頂きました。
市内に米軍基地を抱える岩国市の業者として、生活環境
整備等の住宅防音工事の知識は、これからもさらに重要
性を増していくことと思いました。
第２講では、日本賃貸保証株式会社 オフィスリーダー
門倉啓志 様、そして同チーフアドバイザー 藤本寛之 様
に、
「民法改正による問題と対策」、という演題でご講演
頂きました。昨今の民法改正の伴う連帯保証人の在り方

納涼情報交換会について
法務委員

廣兼頼子

平成30年７月19日㈭午後５時30分から午後７時30
分までの間、当支部の納涼情報交換会が岩国シティー
ビューホテル ９Ｆ ASIAにて開催されました。
同日に開催された岩国支部講習会にてご講演頂いた４
名の講師（菊重徹様、門倉啓志様、藤本寛之様、津島秀充
様）の皆さん、そして70名を超える会員とで冷たいビー
ル、美味しい料理を楽しみました。
元気に和気藹々とした楽しい時間を過ごすことができ
たように思います。
暑く、そして長い一日でしたが、参加者の皆さん本当
にお疲れ様でした。
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の変化、それに伴う債務の極度額の上限変更等、これま
でとは異なる考え方について詳しくご説明頂きました。
我々不動産業者にとって、日々の賃貸借業務に直結す
る内容だったこともあり、ことさら関心が高かったよう
に感じます。
第３講では、株式会社Ｓ＆Ｐ取締役 津島秀充様に、
「木造住宅の耐震適合証明書の活用について」、という演
題でご講演頂きました。
ここ数年来、当支部でも多くの時間を割いて学ぶ機会
を設けてきた問題です。
地震大国である我が国において、多くの人命保護を目
的とし、中古住宅の安全かつ安心に基づいた取引実現の
ため、耐震適合証明書等の住宅診断の重要性を再認識さ
せられる内容でした。

支 部 だ よ り

事例地見直し作業
業務委員長

松前康宏

平成30年7月12日に午前10時より平成30年度事例地
見直し作業が宅建協会岩国支部にて行われました。
例年通り事例地見直し委員27名が4班に分かれ各リー
ダー主導のもと783ポイントの事例地を見直しました。
日頃の実務では売買の取引に多く携わり相場観のある委
員ですが毎年事例地が増えていき数をこなすのは大変な
労力です。
それでも、この作業が今年度査定の基礎となってくる
為、皆さん真剣に取組まれていまいた。
昨年と比べ横ばい若しくは上昇する地点が多く、下落
する地点は少ない様子でした。
ほぼ一日を費やし見直したことにより今年度の価格査
定の基礎となるデータが実情に則したものとして蓄積さ
れました。
参加された皆様、大変お疲れ様でした。

新入会員のご紹介
株式会社

リエール

保坂

代表取締役

新吾

〒741-0082 岩国市川西四丁目１-29 リエールビル
TEL：0827-44-1600 FAX：0827-41-1601
山口県知事(1)第3612号

この度、山口県宅建協会岩国支部に入会いたしました㈱リエールの保坂です。
㈱岡崎不動産商事

代表取締役

村河多丸様、㈲森口不動産

代表取締役

森口

勇様の推

薦をいただき衷心よりお礼申し上げます。
今後は宅建協会の皆様から御指導を賜り、山口県東部の活性化に貢献できるよう尽力する所
存でございます。宜しくお願い致します。

株式会社
代表取締役

みらいとホーム

竹之内克弥

〒740-0031 岩国市門前町三丁目15-25
TEL：0827-35-4123 FAX：0827-35-4130
山口県知事(1)第3622号

この度、宅建協会岩国支部に入会させて頂きました株式会社みらいとホーム

竹之内克弥と

申します。二十代前半から十年弱程福岡におり、岩国に帰郷してまだ間もないですが、先輩方
のご指導、ご鞭撻を賜り、微力ではございますが、地域貢献・発展の為に尽力して参ります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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事務局長・職員の紹介
初めまして、中島

均です。

金庫勤務、39年間の特に管理職としての経験を
活かし今後、山口県宅地建物取引業協会のため、微
力ながら、精一杯尽力して参りたいと思っています。
とはいえ、私にとって何もかも初めての業務で、
不慣れなため多々、皆様方にご迷惑をかけることも
多々あろうかと思いますが、どうぞよろしくお願い
します。

７月より事務局に入りました田飼真美と申しま
す。総務委員会を担当いたします。
これまでは住宅メーカーの展示場で営業事務をし
ておりました。
慣れないことだらけですが初心を忘れずがんばり
ますので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。

この度、山口県宅建協会でお世話になることにな
りました山縣昇平と申します。
大島、岩国、下松と引越しをしており、下松に落
ち着いて今年で20年目になります。趣味は、ゲーム、
ソフトテニス、ビリヤード、カラオケです。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしく
お願いいたします。
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取引士の皆様へ

５年に１度の
法定講習は山口県宅建協会で受講しましょう！
宅地建物取引士法定講習会受講に関するお願い
本会、（一社）山口県宅建協会は山口県で唯一の取引士法定講習の指定団体として２月・４月・６月・
８月・10月・12月（偶数月の第２火曜日）の年６回講習会を実施しておりましたが、平成28年度より
（公社）全日本不動産協会山口県本部も山口県より指定を受けて法定講習会を年２回（３月・９月）開催
しております。
取引士法定講習会は、本会事業の大きな柱のひとつでもあり、当事業規模の縮小は当協会運営に重大な
影響を与えますので、当協会会員、またその従業者の方々におかれましては、今までどおり（一社）山口
県宅建協会主催の取引士法定講習会を受講されますことをお願い申し上げます。更新の方には当協会より
ご案内状を送付しております。発送時期によっては（公社）全日本不動産協会から先にご案内状が届く場
合もあり、受講対象の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、当協会からも必ずご案内状が届きます
のでお待ちいただけますと幸いです。

今後の（一社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程
■日
時：平成30年10月９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31年２月７日から平成31年４月８日までの更新の方
■案内発送日：平成30年８月22日（水）
■日
時：平成30年12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31年４月９日から平成31年６月10日までの更新の方
■案内発送日：平成30年10月24日㈬
■日
時：平成31年２月12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31年６月11日から平成31年８月11日までの更新の方
■案内発送日：平成30年12月19日㈬

【お問い合わせ先】
（一社）山口県宅地建物取引業協会

TEL083－973－7111
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最近の判例から

－がけ条例の説明義務－

建物ががけ条例に違反することの説明義務を怠ったとして、
媒介業者に対する擁壁の築造費用の請求が認められた事例
（東京地判

平28・11・18

ウエストロー・ジャパン）西崎

哲太郎

中古住宅を購入した買主が、本件物件の性状の

事を実施し、その代金327万円を支払った。②次

瑕疵や法令違反についての説明を怠ったと主張し

いで、西側隣地所有者から、本件建物の屋根の照

て、売主・買主双方の仲介業者並びに売主に対し

り返しがまぶしいと前所有者のY１にも苦情を申

て、共同不法行為による損害賠償を請求した事案

し立てていたと言われ、塗り直すことになり代金

において、がけ条例に関する仲介業者の説明義務

12万円を支払った。③更に、本件土地西側には高

違反による擁壁築造費用等の請求が認められた事

さ2.6mのがけがあるところ、大谷石で築造された

例（東京地裁 平成28年11月18日判決 一部認容ウ

擁壁があるにすぎないため、がけ下に当たる本件

エストロー・ジャパン）

土地上に木造家屋を建築する際には、がけ下から
がけ高の２倍以上離して建築するか、がけと建物

１

事案の概要

の間に防護壁を設置しなければならない（東京都
建築安全条例６条）が、本件建物はいずれの要件

平成26年７月15日、X（買主・個人）は、自宅

も満たしておらず、条例を遵守するためには防護

購入のため、Y１（売主・個人）との間で本件物件

壁や建物１階部分の補強費用として2082万円余

を6400万円で購入する売買契約を締結し、８月

の費用が掛かることが判明した。

19日に引き渡しを受けた。
本件売買契約の締結に際しては、Y２（売主の媒
介業者）が重要事項説明を行い、Y３（買主の媒介

Xは、Yらに上記①～③に係る損害賠償を求め
たが、いずれも拒否されたため本件訴訟を提起し
た。

業者）が独自に説明することはなかった。なお、
本件重要事項説明書には、都がけ条例に関する明

２

判決の要旨

示の記載はなく、
「東西南北の隣接地（道路を含
む）とは高低差があります。土留めのブロック塀・

裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求のうち、

擁壁には土圧でひび割れや傾きの可能性もありま

売主Y１に対する請求は全て棄却し、媒介業者Y２、

す。」とあり、また、
「買主は対象不動産の周辺環

Y３に対する請求については、上記③についての

境、隣接地の状況、周辺施設等を確認したうえで、

み認容した。

売買契約を行うものとし、これを買い受けるもの
とします。」との記載があった。
Xは、本物件購入後、①隣地所有者から北側擁
壁に膨らみがあるとの指摘を受け、擁壁の補修工
28

（争点①）北側擁壁の補修費用
本件物件についての物の性状の瑕疵の問題であ
るところ、Y２らによる重要事項説明において、
擁壁には土圧でひび割れや傾きの可能性があるこ

との記載で説明がされており、説明義務違反は認

していれば避けられたものであり、説明義務違反

められない。

と相当因果関係にある損害と認められ、共同不法

（争点②）屋根の塗り直し費用
Y１が隣人から苦情を受けたのは平成15年頃の

行為者として連帯して擁壁築造費用2082万円余
を賠償すべき責任を負う。

本物件購入直後の１回のみの一過性のことであっ

一方、Y１は、上記の法状態の問題性を認識し

たし、Y２としてもY１に対して近隣との申合せ事

得る前提に欠けていることなどに加え、不動産の

項がないことを確認しており、説明義務違反とは

取引には疎い素人であることを併せ考慮すれば、

認められない。

同人について原告に対する説明義務の前提となる

（争点③）都がけ条例の説明義務
本件売買契約当時、本件建物は都がけ条例６条

基礎に欠けると言わざるを得ず、説明義務違反を
認めることはできない。

に違反していて、防護壁や建物１階部分の補強が
必要であったところ、Y２の担当者は、本件建物

３

まとめ

が都がけ条例に違反しており検査済証も取得して
いないことを認識していたにも拘らず、その明確な

裁判所は、Y２が、本件建物が都がけ条例に違

説明を行わず、Y３の担当者も重要事項説明をY２

反しており検査済証も取得していないことをいず

に委ねたまま独自に説明することをしなかった。

れも認識していたにも拘らず、重要事項説明書に

本件重要事項説明書の上記記載（「東西南北の隣

「東西南北の隣接地とは高低差があります」とだ

接地とは高低差があります」）は、本件土地の物理

けの記載で、都がけ条例に違反していることの具

的な状況を記述するものに過ぎず、都がけ条例６

体的な影響を説明しなかった点、また、買主側の

条違反という法令違反状態を説明するものとはい

媒介業者である Y３も自ら調査・説明することを

えない。

怠った点について責任を認定した。

宅建業法は、専門的な知識等を有しない一般購

がけ条例の規制により、建物を建築できる位置

入者等の保護を図る観点から、法35条では宅地建

や大きさに制約を受け、または、建物を鉄筋コン

物取引業者に不動産の売買等において法令上の制

クリート構造にしたり、擁壁の設置など多額の費

限等を始めとする重要事項の説明義務を課してい

用を要することは、買主において売買契約を締結

る。このような義務それ自体は公法上の業法的な

するか否かの判断に影響を及ぼす重要事項といえ

規定であるが、免許制度に支えられた宅地建物取

る。本事案は、不動産取引に関するプロとして、

引業者の重要事項の説明に対する一般購入者等の

がけ条例の内容や具体的影響をしっかり説明する

信頼はそれ自体合理的なものであり、法的保護に

ことの重要性を改めて認識させられる事例として

値するものであるということができる。したがっ

紹介するものである。

て、これら説明義務は私法上の注意義務としてそ

がけ条例に関する説明がなかったなどとして宅

の違反は被説明者に対してその損害を賠償する責

建業者の責任を認めた裁判例に、東京地判平23·４

任を負うというべきである。

·20RETIO85-94、東京地判 平 24·５·31 RETIO89-70、

本件物件は、少なくとも同条例違反を解消する

等があるので併せて参照されたい。

ために新たに西側に相当程度の擁壁を設置する必
要があり、その費用相当額2082万円余は、Y２、

（一般財団法人 不動産適正取引推進機構 RETIO

より転載）

Y３が都がけ条例６条違反の法状態を適切に説明
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入
№

支部

免許番号

商
入

号

退
代表者

会

会

等

№

支部

免許番号

商

号

代表者

6

山口

(1)3628

エヌライフエステート

能美

誠俊
徹

1

岩国

(1)3622

㈱みらいとホーム

竹之内克弥

7

周南

(1)3623

㈱ＧＲＩＴ

松原

2

山口

(1)3627

㈱アールビル

有村

宗和

8

周南

(1)3624

久米不動産

藤井ハルミ

3

山口

(1)3625

㈱陽だまり

大海

和彦

4

山口

(1)3499

㈱丸久 不動産事業部 宮野支店

乾

育子

5

下関

(1)2973

㈱田村ビルズ

中原

亮太

下関川中店

退
1

下関

(8) 1966

会

下関不動産管理㈱

髙木

道之

協 会 の 動 き
７月

6月
３ 日 自由民主党県連大会

於 山口 上原、林

６ 水 西日本不動産流通機構理事会

於 広島 上原、林

７ 木

第３回幹事会（政治連盟）
第３回理事会

８ 金 中国地区会長会議
11 月

24名
２ 木

４名
９名

於 広島 上原、尾村

９ 木 第４回幹事会（政治連盟）

11 土 自由民主党県連大会

全宅管理第８回定時社員総会

主計、松村

於 岩国 塩田

10 火 第２回業務委員会

於 会館 出席者

12 木 山口県居住支援協議会専門部会

於 県庁 上原、塩田

30

11名

林よしまさ国政報告会・山口講演
於 山口 尾村
会総会

於 会館 出席者

８名

出席者

29名

上原、山近、
野村

於 山口 上原、林

平成30年度賃貸不動産経営管理士
講習（1日目）

竹下
於 会館

21 火

平成30年度賃貸不動産経営管理士
講習（2日目）

24 金

第２回ビジョン策定ワーキング
グループ

於 東京 上原、林、西山

27 月

全宅連安心R住宅事業に係る制度
説明会

於 東京

28 火

平成30年度不動産無料相談所相
談員研修会

於 会館 出席者

松尾

塩田、村田、
山近
35名

都道府県協会長・全宅保証本部長
於 千葉 上原
29 水 合同会議
全政連都道府県政治連盟会長会議

18 水 第２回総務委員会

於 会館 出席者

12名

19 木 山口県居住支援協議会総会

於 山口 出席者

10名

26 木 第２回法務委員会

於 会館 出席者

８名

賃貸不動産経営管理士協議会第８
於 東京 上原
回運営委員会・理事会

11名

19 日 宇部市空き家セミナー・無料相談会 於 宇部 木原、土岐山

林

１ 日 岸信夫山口政経セミナー

27 金

出席者

18 土 防府市空き家セミナー・無料相談会 於 防府 上田

７月

14 土

上原、西村、
西山

於 会館 竹之内

10 金 山口県居住支援協議会事業説明会 於 下関

於 東京 上原

於 東京

於 東京

第４回理事会

20 月

全政連第48回年次大会

第１回ビジョン策定ワーキング
グループ

14 火 美祢市空き家セミナー・無料相談会 於 美弥 浅川

於 東京 上原
上原、林、主
於 会館 計、西村、西
山、塩田、清水

全宅保証定時総会

於 東京 上原

第２回常務理事会

出席者

全宅連定時総会

全宅保証第３回理事会

７ 火 第３回宅建取引士法定講習会

中国地区公正取引協議会第39回 於 島根
出席者
定時総会

賃貸不動産経営管理士協議会
第７回運営委員会

第２回役員会（政治連盟）

８月

於 会館 西村

中国地区公正取引協議会理事会

26 火 三役専門委員長会議

29 金

出席者

於 大阪 清水、山近

22 金 西日本不動産流通機構定時総会

28 木

９名

第１回店舗活用創業応援ネット
於 山口 塩田
ワーク会議

第２回宅建事務説明会

25 月

出席者

於 広島 上原

12 火 第２回宅建取引士法定講習会

15 金

於 会館

30 月

第１回正副会長・委員長会議
（政治連盟）
全宅連・全宅保証正副会長委員長
30 木
会議
第３回試験事務説明会

於 千葉 上原

於 岡山

清水、中島、
山近

31

支部お薦めシリーズ

65

下関支部

「今年も10月６日㈯～14日㈰、下関市豊浦町川棚にて、第30回豊浦コスモスまつりが開催されます。
なだらかな山裾一面に約100万本のコスモスが咲き誇り、一年中季節の花々を愛でられるリフレッシュパー
ク豊浦においても、ひときわ美しい光景です。
期間中の６日㈯～８日（祝）には、コスモス迷路、ミニ動物園、乗馬体験、フリーマーケット、コスモス入
浴剤作りワークショップなど各種イベントが
企画されています。
また、園内には、ドラゴン滑り台・ターザ
ンロープなどの大型遊具も充実しており、子
供たちが退屈になる心配は全くありません。
川棚温泉や瓦そばへの寄り道もオススメです。
今年は、酷暑・少雨と植物にも大変厳しい
状況ですが、当地のコスモスは、順調にぐん
ぐん育っている様子。このまま、台風等の被
害なく満開になることを祈るばかりです。
豊浦町では、フォトコンテスト（12月31日
応募〆切り）を募集中です。
自然豊かな花公園で、コスモスに囲まれた
「映える」一枚を撮ってみませんか？」

下関支部
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この宅建やまぐちが発行

久しぶりのベスト８に感動しましたが、決勝戦まで行っ

されているころは、すっか

た秋田県立金足農高は、公立高校でありながら、秋田県

り秋めいていると思われま

勢として、103年ぶりに決勝まで勝ち上がり、素晴らし

すが、今年の夏はとても暑

い試合を見せてくれました。大阪桐蔭高校が、史上初め

かったですね。このコラム

て春夏連覇２回目を達成しましたが、その後の報道の盛

は、２年に１回まわってくるのですが、２年前はリオ・

り上がり方は、どちらが優勝したか解らないほどでした。

オリンピックの事を書いていました。もしこのまま理事

４年に１度開催されているアジア大会も、２年後の東京

を続けていると、２年後は、東京オリンピックの事を書

オリンピックを占う意味にも、とても関心を持って見ま

いているかもしれませんね。２年前には生で、東京オリ

した。どうしても自国の応援をしてしまいますが、それ

ンピックを見たいと書いてありましたが、ぜひ実現した

はそれで正しい見方だと私は思います。スポーツから心

いと思っています。今年の夏も、色々なスポーツ大会で

からの感動をもらって、すべての国に争いのない、世界

感動をもらいました。第100回大会だった、夏の甲子園

の平和を祈るばかりです。

高校野球大会は、地元下関国際高校が、ベスト８まで進
出して、とても盛り上がりました。山口県勢としては、
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東京オリンピックを生で見られるように、しっかりと
仕事をしていきたいと思います。
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