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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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平成29年度定時総会

平成29年５月26日㈮山口県不動産会館において、
第58回（一社）山口県宅地建物取引業協会並びに第
45回（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部定
時総会を開催しました。

508名）の発表を受けて、本総会は有効に成立した旨
を宣言し、議事に入りました。
会議中会員の方よりご質問ご意見がありましたが、
議事は無事に審議され、閉会の辞を松村副会長がされ

多くの来賓の皆様をお迎えし、箱﨑総務副委員長の

て閉会となりました。

司会で始まり、開会の辞を西村副会長が述べられ、物
故会員への黙祷、来賓紹介と続き、上原会長の挨拶と
来賓祝辞、祝電披露の後に議長団の選出があり白川 保
氏（下関支部）竹之内早苗（岩国支部）の両氏を指名
致しました。
議長より会員総会運営規則第十二条第一項に基づき
定足数の報告がなされ、総正会員数774名、出席正会
員数588名（内訳

会場出席者80名、委任状出席者

平成29年度スローガン
○ハトマークの業者を通して安心・納得
の取引を！
○理解しよう インスペクションと住宅
瑕疵担保保険！

議事 （一社）山口県宅地建物取引業協会
〔報告事項〕
報告事項１ 平成28年度事業報告の件
〔決議事項〕
第１号議案 平成28年度収支決算承認の件・監査報告
〔報告事項〕
報告事項２ 平成28年度公益目的支出計画実施報告書の件
報告事項３ 平成29年度事業計画の件
報告事項４ 平成29年度収支予算の件
報告事項５ その他の件（定款施行規則一部改正の報告）
〔決議事項〕
第２号議案 役員選任の件
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平成29年度協会の運営方針
４月11日にご逝去なさ
れました前会長 五郎丸孝
士様のご冥福を心からお
祈りいたします。これま
での数々の功績に対し敬
意と感謝を捧げたいと存
じます。
私が会長に就任して早
いもので一年が経過しよ
うとしています。昨年の
事業計画に基づき様々な
事業を遂行できましたの
会 長
も役職員の皆様方のご協
上 原 祥 典
力のお陰げと書面をお借
りして厚く御礼申し上げ
ます。
会長就任早々、全宅連組織整備特別委員会よりハト
マークグループが社会の冠たる公益活動の集合体とし
て、一層の団結を保持し、不動産業界の社会的向上、消
費者保護の増進、さらには不動産取引の適正化を図るう
えからも、一般社団法人の12団体が足並みをそろえ、
遅くとも平成37年のハトマークグループビジョンの終
了する時点までには公益法人に移行していただきたい、
との要望がございました。やっと一般社団法人に慣れた
ころではございますが、山口県本部の今後の大きな課題
として捉えているところであります。特に現在、一番危
惧されていますのは、社会環境の変化、高齢化、少子化
による後継者不足、しいては事業の閉鎖等による会員の
減少が急速に進んでいることです。現在、正会員数は平
成29年４月１日現在で774名とかなり落ち込んでいま
す。ご承知のように協会は新入会員の入会金と会員の年
会費、さらにはいくつかの収益事業で賄われています。
これからの運営を考えていく中で、新たな収益事業を模
索していかなければ、今までどおりの事業は難しく、規
模を大幅に縮小せざるを得ない、と痛感しているところ
です。今後は宅建山口ビジネスサポートセンター（仮
称）を設置するなど、山口県独自の企業との業務提携を
推進していきたいと考えております。皆様方のアイデ
ア、ご意見、提携企業先等に相応しい企業や提案事項が
ございましたら是非ともご一報ください。また、新規入
会者不足により各支部の弱体化も目立って参りました。
これからは本部のみならず、支部も財政基盤の強化に努
め、会員の専門的能力や資質の向上はもちろんですが、
業務支援、サポート等今まで以上に実行できるように本
部、支部それぞれが力を合わせて日々努力しなければな
らないと思っています。今年度は、新たな事業計画を策
定いたしていますが、主なところでは、県本部研修会に
あっては総務委員会が担当し、その開催場所につきまし
ても、立地条件のよい山口グランドホテルで開催し、併
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せて研修会参加者の増大を目論んでいるところです。又
新規入会者を増やすためにも、新入会員拡大セミナーの
計画、一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会山口県支
部として立ち上げるとともに、総務委員会より独立を目
指しております。承認されますと賃貸管理の重要性、適
正な管理の在り方、消費者や事業者に「安全で安心な」
管理業務の提供等、全体的なレベルアップも図れるもの
と確信するものです。乞うご期待です！
業務委員会ではハトマーク空き家無料相談会を年１
回、11月23日（いい不動産の日）に県内一斉８支部で
開催してまいりましたが、今年度より、さらに随時各支
部にてそれぞれが持ち味を出して実施されることになり
ました。
今年度より３年目を迎えます山口県居住支援協議会が
業務委員会の所管となりましたので、特に本部での研修
会に加え、各支部及び各市町との共同運営会の開催に向
けて、地域密着型のよりきめの細かい対応策を講じるこ
とができ、より一層の支援業務活性化が図れるのではな
いか、と期待しているところです。山口県の子育て支援
であるやまぐち三世代同居・近居パスポート事業も大変
ニーズの期待できる事業として、引き続き皆様方のご協
力をお願いいたします。
また、来年４月１日より施行されますインスペクシヨ
ンに関する改正宅建業法の準備時間として第１回目の
本部研修会を実施する予定ですが、各支部や情報交換会
の場を利用するなど、回を重ねて瑕疵保険と併せて勉強
していただきたいと思っています。瑕疵や苦情のない取
引、消費者にとっての「安心と安全」を目指して参りた
いと考えています。
法務委員会では、全日本不動産協会の法定講習業務が
驚異の的ではございますが、法務委員長をはじめ、役員
一丸となって受講者の減少をくい止めるべき努力を行っ
ておりますが、会員皆様方のより一層のご協力をお願い
いたします。
今年度初めて賃貸不動産経営管理士資格試験の事前
講習会が８月21日、22日の２日間山口県本部で実施さ
れますが、受講することによって、40問中４問が免除
されることとなります。受験資格は特にございませんの
で、会員の皆様方が是非とも受講され、他社との差別
化、専門知識の向上等、トラブル防止に繋げてより多く
の家主様や入居者に喜んでいただけるよう、資格取得は
もとより、実務に生かしていただきたいと思っていま
す。民法改正も衆議院を通過し2019年中には施行予定
と聞いています。敷金返還の民法の明文化など大きく社
会情勢が変わろうとしています。この大きな変革の時期
に差し掛かっている中で会員皆様方が、一人でも取り残
されないようにしっかりサポートして参りたいと考えて
いますので、本年度も何卒よろしくお願いいたします。

専門委員会報告
総務委員会
５月26日に開催されました第
58回定時総会について、無事に
終了したことをご報告申し上げ
るとともに、平素より本会の事
業にご理解ご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
さて、28年度は新たに27名
の会員の方にご入会いただき、
不動産業界を共に歩む事となり
総務委員長
ました。しかし、協会全体とし
西 山 菊 市
てみると、年々会員数が減少し
ている状況でございます。今一
度、業務委員会、法務委員会と連携を密にし、会員の皆
様、さらには消費者からも「ハトマーク」に一層の魅力
を感じていただけるよう、保証・保険提携事業者の充

実、不動産業の開業支援等、様々な事業・業務支援を通
じ、地域社会への還元を目指してまいります。
29年度より総務委員会の所管となりました不動産研
修会でも、平成29年４月１日に公布された「宅地建物
取引業法の一部を改正する法律」にて、宅建業に従事す
る者の資質向上を求められております。宅建業法や民法
の改正等、複雑化する不動産情勢に対し、活きた情報の
提供ができるよう、研修の充実にも努めてまいります。
今年度は９月14日に１回目の研修会を開催し、東急リ
バブル株式会社の橋本明浩氏を講師としてお招きし、重
要事項説明で説明すべき事項のうち、“物件調査”に基づ
く内容を中心に解説していただく予定です。新山口駅の
すぐ目の前、山口グランドホテルにて開催いたしますの
で、多くの会員の皆様にご参加いただきますようお願い
申し上げ、総務委員会のご報告といたします。

業務委員会
会員の皆様におかれましてはま
すますご清栄のこととお慶び申し
上げます。平素は委員会活動に対
しご支援ご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
委員会活動についてご報告致し
ます。役員改選があった平成28年
度の総会終了後、新役員による最
初の委員会（第2回業務委員会平
成28年6月27日）から早速、重要
業務委員長
な議題に取り組むことになりまし
尾 村 成 一
た。「宅地建物取引業法の一部を
改正する法律」（平成28年6月3日公布）により、既存住宅
の売買仲介において、公布日から2年以内に、媒介契約締
結時、重要事項説明時、売買契約締結時においてそれぞれ
「インスペクション」に関する説明義務が課されることに
なりました。なお、当該法律は平成30年4月1日施行が決定
しております。
当協会においては３年前より「ハトマークＲ住宅」への
登録要件の一つである「インスペクション」について学

んできましたが、多くの会員にとってまだまだなじみのあ
る制度とは言えません。しかし、法律の施行日は決定して
おります。今年度は「インスペクション」および関連する
「既存住宅売買瑕疵保険」について、各種研修会や情報交
換会において、出来る限りの情報提供をしつつ、会員の皆
様とともに学んでいきたいと思います。
また、国の施策でもある「空き家対策事業」にも取り組
んでいかなければなりません。当協会にとっても公益事業
となり、我々業界にしかできない重要な社会貢献事業の一
つだと思っています。この事業は県や市町からも大いに期
待されています。
その他、社会貢献事業として昨年度開催した「たっけん
結婚応援団カップリングパーティー」（岩国支部）、「ハ
トマーク杯少年ソフトボール大会」（下関支部）等も大
切な地域貢献事業だと考え、今年度も実施していきたい
と思っています。また例年のように「標準事例地の価格査
定」も予定しています。各事業において会員の皆様のご協
力が是非必要となります。今年度もご支援ご協力どうぞよ
ろしくお願い致します。

法務委員会
平成29年度総会も無事終了し、
法務委員会も本年度の事業計画が
承認されました。事業計画全般に
つきましては総会資料に記載して
おりますが、特に本年度の重点的
な事業内容につきましては、何と
いっても昨年、中古住宅流通促進
を図る為の「宅地建物取引業法の
一部を改正する法律案」の可決成
立並びに本年４月に衆院法務委員
副会長兼法務委員長
会で可決された民法の規定（債権
西 村 俊 爾
法）を抜本的に見直す改正法案で
す。この法律につきましては2015年の通常国会に提出さ
れ、継続審議になっていましたが、５月26日に参院本会議

で可決成立致しました。改正法案が不動産取引に与える影
響は大なるものがあり、「宅建業法の一部改正」と「民法
改正」については、今後研修会等を通して知識の研鑚が必
要となります。
又、県本部では本年から（一社）賃貸不動産経営管理士
協議会主催で毎年11月に行われる「賃貸不動産経営管理士
試験」に於いて出題40問のうち、４問が免除される講習を
実施することとなりました。賃貸管理業務に携っておられ
る方にとりまして、必要な専門知識の習得と実務能力を高
める為に役立つ講習となっております。2016年の試験には
前年の約３倍となる１万3800人の申し込みがありました。
８月の講習会には多くの会員の皆様、従業者の皆様のご参
加をお待ちしております。
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山口県住宅課からのお知らせ
災害時における応急借上げ住宅について
《災害協定及び運用細則》
平成24年７月に締結した「災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定」に基づき、借上条件
や費用負担等の詳細を取り決める「災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定 運用細則」を平
成29年３月３日に締結しました。
本県で災害が発生した場合には、協定及び運用細則に基づく御協力をお願いします。
協定の概要
○団体は、県からの要請に基づき民間賃貸住宅の媒介等に協力
・家主への住宅提供依頼及び意向確認※
・被災後の住宅使用の適否に係る確認
など
・活用可能な住宅の情報提供
○被災者のうち自らの資力で民間賃貸住宅への入居を希望する者への媒介は無報酬
※住宅の提供についての家主への意向確認については、平常時に、あらかじめ把握していただくようお願いし
ます。

}

（協定に基づく県からの協力要請）
①第１段階調査の依頼
空き家情報の概数（候補戸数）の報告
県

②第２段階調査の依頼

宅建協会

第１段階調査のうち提供可能な戸数及び詳細の報告
③借上戸数の決定
運用細則の概要
○協定の実施に関し必要な事項を定めたもの
・借上条件（耐震性、契約期間）
・費用負担（家賃、付帯設備、退去修繕負担金、仲介手数料等）
※詳細は、｢災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定 運用細則（全文）｣及び｢借上型応急仮
設住宅の借上条件及び費用負担整理表｣のとおり

《災害時の被災者に対する借上住宅の斡旋（媒介）業務》
災害時には、県、市町の要請により、市町が設置する相談会場において、入居希望者のニーズを聞きながら
住宅の斡旋業務（マッチング）をお願いします。
（斡旋業務の主な流れ）
※詳細は、被災者向け借上げ住宅の受付の進め方≪契約までのフロー≫のとおり
《宅建業者》

《市町》

《県》

会場

①相談会場設置
⑤受付票の回収

⑥受付票受理

⑦申込み内容の確認

⑧申込書受領
⑨内容審査

⑨内容審査

⑩契約書の作成、⑬交付

⑪契約書押印

⑫契約書押印

②受付
③斡旋
④申込書の受領

※災害時の作業概要の詳細は「山口県災害時の被災者向け住宅確保マニュアル」で定めています。詳しくは県住
宅課Webサイトでご確認ください。
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災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定 運用細則
平成24年７月13日付けで締結した、災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定（以下「協
定」という。
）第６条に基づき、山口県（以下「甲」という。
）と一般社団法人山口県宅地建物取引業協会（以下
「乙」という。
）とは、次のとおり運用細則を締結した。
（目的）
第１条 この運用細則は、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
（応急借上げ住宅の基準）
第２条 協定第１条の応急借上げ住宅（以下「応急借上げ住宅」という。
）は、次に掲げる全ての基準を満たす
住宅とする。
一 原則として昭和56年６月１日以降に建設され、且つ、乙により被災後に使用が可能であると確認され
た住宅であること。
二 世帯人数に適した間取り・面積を有するものであり、賃料についても適正な住宅であること。
なお、間取りごとの標準的な世帯人数は別表のとおりとする。
三 その他災害の規模や被災地域における住宅事情に応じて甲が定める基準を満たす住宅であること。
（入居者の要件）
第３条 応急借上げ住宅に入居することができる者は、災害の被災者で、災害の当時居住していた住宅が全壊、
全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力をもっては住宅を確保することができない
と市町が認める者（以下「住宅確保困難者」という。
）とする。
（応急借上げ住宅の提供方法）
第４条 住宅確保困難者への応急借上げ住宅の提供に当たっては、甲が応急借上げ住宅として被災者に提供
しようとする民間賃貸住宅の所有者（転貸を目的とする賃借人を含む。第５条において「所有者等」という。
）
と賃貸借契約を締結した上で、提供するものとする。
２ 前項の賃貸借契約は借地借家法（平成３年法律第90号）第38条第１項の規定による定期建物賃貸借契約
によることを原則とし、その期間は原則２年以内の甲の定める期間とする。
（応急借上げ住宅としての契約の締結）
第５条 甲は、協定第３条に基づき乙から情報提供を受けた民間賃貸住宅であって、第２条に定める基準を
満たすもののうち、住宅確保困難者が入居を希望し、甲による借上げの申請があったものについて、応急
借上げ住宅として用いることを前提として、当該民間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものと
する。
（入居者の決定）
第６条 甲は、甲が定める入居者決定に係る手続き及び基準に基づき、住宅確保困難者の中から、前条に基
づき甲が賃貸借契約を締結した住宅の入居者を決定するものとする。
（経費の負担）
第７条 応急借上げ住宅の提供に必要な経費の負担は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定
めるとおりとする。
一 応急借上げ住宅の賃料 甲が全額負担する。
二 損害保険料 入居条件となっている範囲内で甲が全額負担する。
三 仲介手数料 甲が負担することとし、１物件当たり賃料の0.5ヶ月相当分とする。
四 敷金及び礼金 甲及び入居者は負担しない。
五 退去修繕負担金 明渡し時における原状回復に要する費用として、甲が１物件当たり賃料の２ヶ月相
当分を負担する。
六 付帯設備 生活必需品として、ガスコンロ又は照明器具を新設する場合は、甲が全額負担する。
七 電気料金、水道料金、ガス料金、自治会費並びに賃料に含まれない共益費及び駐車場料金は入居者が
全額負担する。
（協議）
第８条 この運用細則に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
（雑則）
第９条 この運用細則は、平成29年３月３日から適用する。
別表（第２条関係）間取りごとの標準的な世帯人員数
住宅の間取り

世帯人員数

１ＤＫ

１人

２ＤＫ

２人～３人

３ＤＫ

４人～５人

以上のとおり運用細則を締結した証として、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有
する。
平成29年３月３日
山 口 県
土木建築部
部 長
前 田 陽 一
一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会
会 長
上 原 祥 典
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借上型応急仮設住宅の借上条件及び費用負担整理表
◆借上条件
項目

耐震性

契約期間

条件等

運用細則

原則昭和56年６月１日以降に建設され、被災後に使用が可能であると確認さ
れた住宅

第２条第１号

※耐震改修を実施済みの住宅及び耐震診断により現行の耐震基準を満たしていることが
確認された住宅については、昭和56年５月以前に建設されたものでも借上可能
※昭和56年６月付近に建設されたものについては、別途確認を行う

原則２年間を上限とした借上が可能であること（定期借家契約）
（入居者は２年間の入居が必要と判断される者が対象）
入居者の事情等により途中の解約が可能であること

第４条第２項

※２年間の契約期間満了後、借り主、貸し主が合意すれば、再契約が可能となる

◆借上型応急仮設住宅の費用負担
項目
家賃

県

家主

入居者

県が費用負担をする条件等
地域の実勢賃料（地域相場）

運用細則
第２条第２号

○

※応急仮設住宅の基準告示額を借上月数（24月）で除算し
た範囲内：約11万円程度

○

家賃に含められるもの

第７条第７号

上記の２台目以降を含む

第７条第７号

第７条第１号

駐車場
１台
家賃に含まれないもの

○

付帯設備（新設の場合）
ガスコンロ、照明器具

○

第７条第６号

エアコン

△

△

給湯器

△

△

カーテン

○

地域相場の範囲内で家賃に含める場合は県が負担す
る場合がある
※特定の月だけ含める上乗せは認められない

共益費、管理費等
共益費

○

共益費

○

自治会費

○

敷金、礼金、保証金

－

退去修繕負担金

家賃に含まれないもの

第７条第７号
第７条第７号
第７条第４号

○

借上期間２年間：家賃の２か月分

第７条第５号

仲介手数料※１

○

家賃の0.5か月分＋消費税相当額

第７条第３号

損害賠償保険料

○

入居条件となっている範囲内（火災保険・家財保
険）

第７条第２号

※1

－

第７条第７号

敷金等が必要な物件は借り上げない

光熱水費

－

家賃に含められるもの

○

第７条第７号

被災者が自らの資力で入居を希望する場合は、無報酬

（災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に関する協定書

第３条第２項）

《参考》
県
民間賃貸住宅を借上げて
被災者へ提供
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被災者
①自己の資力では住宅確保
できない被災者

媒介を依頼

②自らの資力で民間 媒介手数料無料
賃貸住宅へ入居

宅建業者

被災者向け借上げ住宅の受付の進め方 ≪契約までのフロー≫

9

社会保険労務士よりお知らせ

人事・労務情報

株式会社人事情報システム
代表取締役・社会保険労務士

藤田良三

特集 有期契約労働者の「無期転換ルール」について
平成24年８月10日に公布された「労働契約法の一部を改正する法律」により、有期労働契約が反復更新して５年を超
えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールが制定されました。
いわゆる「無期転換ルール」です。ただ通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に締結した有期労働契約から開始
するため、実際に転換の申込みができるのは平成30年４月以降ということになり、さらに契約期間が１年の場合で言う
と、実際に無期労働契約に転換できるのは平成31年４月からということになります。原則として契約期間に定めがある
有期労働契約が５年を超えているすべての労働者が対象です。

◆円滑な無期転換のために◆
ステップ１ 現場における有期契約労働者の活用実態を把握する。
・各事業所における有期契約労働者の人数は？
・有期労働契約者に係る更新の判断基準、更新回数、勤続年数等についての現在の社内規定及び運用実態は？
・有期契約労働者が担当する業務の内容は？
・有期契約労働者の今後の働き方、キャリアに関する希望は？
ステップ２ 有期契約労働者の活用方針を明確化し、無期転換ルールへの対応の方向性を検討する。
・ステップ１を踏まえ、今後、有期契約労働者にどのような業務を担当させるか、どのように処遇するかな
どを明確にした上で、無期転換ルールへの対応を検討。いずれの対応をとる際にも、あらかじめ労使の間
で、担当する業務や処遇などの労働条件を十分に確認することが重要。
ステップ３ 無期転換後の労働条件をどのように設定するか検討する。
・無期転換後の社員区分や労働条件については大きく以下の３パターンが考えられる。
①無期契約労働者：契約期間のみを無期とし、労働条件等は直前の有期労働契約時と同じ。
②多様な正社員区分：無期転換者を職務限定社員、勤務地限定社員などに移行させ、その区分の労働条
件を適用する。
③正社員区分：無期転換者を正社員に移行させ、その区分の労働条件を適用する。
上記を踏まえ、今のうちから就業規則の見直しや規程の整備を行うことをお勧めします。特に無期契約労働者、多様
な正社員へ転換する場合には、定年の取扱いや勤務地がなくなってしまった場合の取扱い等、細かい部分まで明確化し
ておくことが重要です。
☞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■
○雇用保険料率変更（平成29年４月１日より）
雇用保険料が平成29年４月１日から労働者負担、事業
者負担分ともに１/1000ずつ引き下げとなりました。
労働者負担：４/1000→３/1000
事業者負担：７/1000→６/1000
○健康保険・介護保険料率変更（平成29年３月分より）
健康保険料率：10.13％→10.11％
介護保険料率：1.58％→1.65％
平成29年中に改正予定の労働法関係法律は、
「青少年の雇
用に関する法律」、
「育児・介護休業法」等が既に決まって
おり、安倍総理の推進する働き方改革のため、例年より
法律新設・改正が多く実施予定です。
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＜厚生労働省＞
“ブラック企業” 334件 ＨＰに初公表
厚生労働省は書類送検し、社名を公表した全国334件
の一覧表を初めて作成し、同省ホームページ（ＨＰ）に
掲載しました。掲載されたのは昨年10月から今年３月
までの計334件で、
（１）企業・事業所名（２）所在地（３）
公表日（４）違反した法律（５）事案概要などを県別に並
べてあります。内訳は、企業が安全対策を怠った労働安
全衛生法違反209件▽賃金未払いなど最低賃金法違反62
件▽違法な長時間労働をさせるなどした労働基準法違反
60件▽労働者派遣法違反19件。女性社員が過労自殺し
た広告最大手・電通の社名も掲載されています。
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下
関

shimonoseki

平成28年度第２回下関支部研修会
法務委員

田牧忠行

平成29年３月３日㈮下関市リサイクルプラザにおきま
して、平成28年度第２回支部研修会が開催されました。

住宅確保に特に配慮が必要な方が、民間住宅に円滑に

今回は午前中に支部研修会、午後からは山口県居住支

入居できるよう、具体的支援策につきまして、協議会か

援協議会主催の説明会という２部構成での研修となりま
した。
まず午前中におきまして、㈱デマンド倶楽部（北九州
市）代表取締役社長加治英則様に「賃貸管理業務におけ
る-入居促進・督促・クレーム対処のポイント」と題して
ご講演いただきました。
お客様に<感動>を提供できる不動産店となるべく、そ
の必須要件として①お店として好印象を発信する②物件
自体のアピールポイントを充足させる③クレーム・督促
処理における予防術と留意点について等、きめ細やかに
ご教授していただきました。
個人的に印象に残ったのは、店舗内の照明器具を蛍光灯
から可愛らしい傘のペンダントライトに変えたところ、
それだけで来店数が増えたというお話が、お客様の印象
に関わる話として、いいエピソードでした。
人口減少とネット普及の加速化から、賃貸仲介・管理
ビジネス業は高付加価値サービス業でなければ、生き残
れない状況となっています。お客様の立場に立つという
基本姿勢を忘れないよう、マナーとスキルを向上させ、
お客様の期待を超えた<感動サービス>を目指すことが、
われわれ会員の使命だと感じました。
つづく午後の部としまして、
「高齢者及び障害者の賃
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貸住宅への入居支援ガイド説明会」がありました。

らの説明と、その後の質疑応答がありました。
お昼をまたいでの長時間の研修となりましたが、多面
的な内容を習得できる有意義な開催となりました。
またお昼休みにお弁当をいただきながら、会員間の交
流もなお一層進みました。

支 部 だ よ り

無料相談会の報告
情報提供委員長

清水謙治

去る３月17日、下関市役所玄関ロビーにおきまして、

屋に依頼して進入路を売却すると持ち掛けて、道路に面

山口県宅建協会下関支部による、無料相談会を開催しま

していない土地は売れなくなるということで、その後に

した。午前・午後と二班（一班３人）に分かれまして対

相続売却の話をされたらどうですかと答えました。本当

応いたしました。私は午前の部で参加しましたが、御時

に、今問題になっている空き家問題と、いつの時も問題

勢の通り空き家問題が二件ありました。

になる相続問題の相談を、計三件受けました。

一件目は、築50年を過ぎているのでどうしたら良い

私はこの報告書を書いているだけで、相談の回答は西

か、解体費用はどのくらいかという相談でした。回答と

山総務委員長と、白川法務委員長がされましたので、報

しては、地元の不動産屋さんに相談してくださいと答え、

告しておきます。

支部に電話いただければ紹介しますとも答えました。
二件目は、子供もいないので、誰かもらってくれる人
はいないかという相談でした。タダで良いから処分した
いと言われ、建築の条件等で難しい物件は、誰も買い手
がなく困っているようでした。今一番困る問題である、
タダでも買い手がいない物件は、下関市でも増えていま
す。建築基準法等の改定で、車が入れないような土地は、
タダでも引き取り手がいない現状は、これからの重要な
問題になっていくと思われます。
もう一件は相続問題で相談に来られまして、おばさん
の残した土地が相続でもめているとの事で、内容は少し
複雑なので簡潔に書きますと、物件の進入路をおばさん
に頼まれて、相談者がローンで購入したにもかかわらず、
全てを等分相続にと言われて困っているとの事でした。
回答としては、進入路を相談者がお持ちなので、不動産
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下
関

shimonoseki

下関支部第５回通常総会開催
総務委員長

西山菊市

平成29年４月25日㈫午後１時30分より、一般社団法

植野善男氏と株式会社西日本管財

木下史晶氏が選

人となってから５年目の通常総会が下関リサイクルプラ

任され、植野議長より総会定足数について支部正会員総

ザで開催されました。

数158名、出席正会員31名、委任状提出者103名、合計

総会開始に先立ちこの１年間にご逝去されました方々

134名が発表され本総会が定款に定める定足数に達して

に対し、深甚なる追悼の意を表し、黙祷がささげられま

いる事を確認し、議長より議事録署名人にオカモト不動

した。

産

ご来賓の下関税務署署長代理、資産課税部門
税調査官

統括国

御堂路彦様のご挨拶のあと、総務委員会

青

松永哲 委員より今年度のスローガン「射石飲羽（精神を

岡本鎭雄氏と有限会社福田

福田忠史氏を指名し、

ただちに議事に入りました。上程いたしました議案がす
べて決議・承認され総会は閉会となりました。
これにより、平成29年度事業を推し進めていく準備が

集中して必死の思いであたればどんなことでもできる）」

整いましたことをここにご報告させていただき、役員一

の発表がありました。引き続き報告事項で定款施行規則

同下関支部の運営に一層の努力を重ね取組んでまいりま

に記載されていた宅地建物取引士入会審査時一時金が、

すので今後とも倍旧のご支援とご鞭撻をお願い申し上げ

専任宅地建物取引士入会金に変更した事を報告し、議長

ます。

団の選出を行いました。議長として、長鐵開発有限会
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支 部 だ よ り

議

事

（一社）山口県宅建協会下関支部

hagi

第１号議案

平成28年度事業報告承認の件

第２号議案

平成28年度収支計算承認の件・

第３号議案

平成29年度事業計画（案）承認の件

第４号議案

平成29年度収支予算（案）決定の件

第５号議案

定款の一部変更の件

第６号議案

その他の件

監査報告

萩

平成29年度萩支部定時総会報告
萩支部長

澤村修一

平成29年４月19日㈬午前11時より萩市民館内研修
室において、平成29年度萩宅建協会の定時総会を開催
した。
総会は、開会の挨拶に続き、支部長が会員のみなさま
にできる範囲で、ご協力をお願いした。
出席者 22名（会場出席 12名、委任状出席 10名）
全会員数 33名
議事 報告事項１ 平成28年度事業報告の件
決議事項

第１号議案 平成28年度収支決算承
認の件
（監査報告）
第２号議案 その他の件

報告事項２ 平成29年度の事業計画及び収支予算
の件
報告事項３ その他の件
議案は原案とおり承認可決され、平成29年度定時総会
を終了しました。
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部

ube

平成29年度定時総会開催
平成29年４月20日㈭午後２時より、国際ホテル宇部において平成
29年度一般社団法人山口県宅建協会宇部支部の定時総会が開催されま
した。
浅川理事の開会の辞の後、土岐山理事の司会で式次第に沿って総会
が進行されました。まず、松村支部長の挨拶に続き、宇部市長 久保
田后子様、宇部日報社 代表取締役 脇和也様よりの祝辞が代読され
ました。
議長団にアイリス不動産の荒瀧氏、不二
商の村田氏が選出され、定足数の発表後、
議事の進行に入りました。平成28年度事
業報告の後、平成28年度収支決算承認の
件が上程されました。質疑もなく賛成多数
で可決承認されました。平成29年度事業
計画・収支予算の件もそれぞれ報告がされ、
質疑もなく、スムーズに総会は終了いたし
ました。
ご出席の皆様大変お疲れさまでした。

平成29年度支部活動の項目について
支部長

松村

誠

今年の総会に於いて報告いたしました事業計画に沿い
実施してまいります項目を列記いたします。
１ ．平成30年４月より施行されます業法の一部改正の
インスペクションの研修会の実施
１ ．民法改正への対応の研修

１ ．支部の長期的安定運営継続のため、会員増を図る
１ ．会員間の交流の機会として時節に応じた催しの企
画、実施
１ ．身近な会員間の情報交換の場としての「寺子屋
たっけん」の開催

１ ．社会的問題になっております「空き家」問題に対
するユーザーへの対応（利活用、適切な処分方法、
判断のアドバイス）
１．
一般の無料相談の実施
１．
（一社）全宅管理への入会促進
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列記してみました。さまざまな活動に参加・出席し、
事業に役立てて下さい。ご協力のほど、よろしくお願い
いたします。

支 部 だ よ り

マラソン同好会
今年も３月17日㈰に宇部市万倉ふれあいセンターにて
恒例のくすのきカントリーマラソンが開催されました。

す。今年こそ「天高く馬肥ゆる秋」ではなく、スポーツ
の秋にしたいものです。

フルマラソン完走者699名、クォーターマラソン完走者
409名。５㎞完走者204名、２㎞完走者186名という大
きな大会です。
宇部支部マラソン同好会からは不二商の村田さんが
フルマラソン、Ｈｏｍｅｗａｙの木原さんと石本住販
の石本さんがクォーターマラソン、オータニの志馬さん
が５㎞の部に参加されま
した。日頃はお仕事でお
疲れだと思います。走る
ことで逆にパワーを充電
しておられるのでしょう
ね。見習わなくては、で

新入会員のご紹介
合同会社 ハウススタイル
代表社員

河村

〒755-0035 宇部市西琴芝２丁目6番17-2号
TEL 0836-55-5768 FAX 0836-55-5921
山口県知事免許(1)3564

勇志

この度は山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂き、ありがとうございます。ハウススタイルの
河村勇志（かわむらたけし）と申します。
お客様に満足していただけるよう日々精進し、フットワークの軽い不動産屋になりたいと考えて
おります。これからいろいろな方たちと知り合うことによって少しずつ自分を成長させ、少しでも
宇部の活性化に貢献できればと考えております。今後とも、ご指導よろしくお願いいたします。

免許更新のお知らせ
業

者

名

中央地所
㈲西原産業
富士産業㈱
㈲ハウジングアルダ
㈲フジ興産
浅川土地建物事務所
㈲第一不動産商事
峰不動産
キハラ
㈱美祢工務店
興和開発㈲
坪内建設㈱

免許年月日
Ｈ29． 8．27
Ｈ29． 8．31
Ｈ29． 9． 7
Ｈ29． 9．14
Ｈ29． 9．18
Ｈ29． 9．24
Ｈ29．11． 5
Ｈ29．11． 8
Ｈ29．11． 8
Ｈ29．12．10
Ｈ29．12．16
Ｈ30． 1．23

書類提出期限
Ｈ29． 7．27
Ｈ29． 7．31
Ｈ29． 8． 7
Ｈ29． 8．14
Ｈ29． 8．18
Ｈ29． 8．24
Ｈ29．10． 5
Ｈ29．10． 8
Ｈ29．10． 8
Ｈ29．11．10
Ｈ29．11．26
Ｈ29．12．23

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）

会
○入会者
１．河村
○退会者
１．髙須

員

の

動

き

勇志 （同）ハウススタイル
寧

お

やすらぎ不動産㈱

知

ら

新規入会
廃

業

せ

支部では、研修会、寺子屋たっけん、地域貢献事
業、不当要求防止責任者講習などを計画中です。
皆さん、どんどんご参加くださいね。アイデアもど
しどし事務局へご連絡ください。
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人口減をどう生き残る
―山口県央連携都市圏域形成―
山口支部長

西村俊爾

総務省が本年１月31日に発表した平成28年の「住民

山口県では、圏域形成に向けたこれまでの動きとして

基本台帳移動報告書」によると、山口県への転入者と転

は、平成28年11月に第１回山口県央連携都市圏域推進

出者を差し引いた移動人口は3,801人の「転出超過」と

協説明会を開催、本年平成29年３月には連携協約締結

なりました。転入が増加したのは山口市（130人増）、下

式に於いて、山口市と宇部市、萩市、防府市、美祢市、

松市（80人増）、和木町（27人増）であり、11市５町で

山陽小野田市、津和野町の市長、町長が一堂に会し、山

転出者が転入者を上回りました。目立つのが下関市の

口市と１対１の連携協約を締結しています。今後は山口

1,188人減と岩国市の809人減です。特に下関市の減少

市と６市町は協約書に掲げる分野について、圏域全体

数は全国の都市の中で12番目となっています。平成27

の更なる活力につなげてゆく取組を進めてゆくとあり

年の国勢調査でも県の総人口は５年前の平成22年の調

ます。

査より４万6,331人の減となっており、急速な人口減が
進んでいます。
このような状況の中で山口市と宇部市が中心となり、

東京一極集中が招く人口急減」を今一度読み返して、増
田氏の主催する日本創生会議が平成26年５月に発表し

周辺の５市町と共に20～30年先を見据えた人口60万を

た「消滅可能性都市896のリスト」を今一度考え、山口

超える山口県央都市構想の形成についての議論が進んで

県沈没を防ぐ為、私達は真剣に考える時であると痛切に

います。山口市のウェブサイトによると、人口減少時代

感じます。

にあっても、地域を活性化し、経済を持続可能なものと
し、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるように
する為には、地域において相当の規模と中核性を備える
圏域の中心都市が近隣の自治体と連携し、コンパクト化
とネットワーク化により、一定の圏域人口を有し活力あ
る社会経済を維持する為の拠点を形成することを目的と
しています。連携中枢都市圏形成に係る手続きとして、
山口市と宇部市の連携中枢が近隣自治体との連携に基づ
いて連携中枢都市宣言を行いました。連携する取組（例）
としては、⑴圏域全体の経済成長のけん引として、起業・
創業支援、戦略的な観光施設の展開、地域資源を活用し
た地域経済の裾野の拡大など。⑵高次の都市機能の集積・
強化として広域的な公共交通網の構築など。⑶圏全体の
生活機能サービスの向上としては地域医療、福祉、災害
対策などです。
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ベストセラーとなった増田寛也氏編著の「地方消滅―

支 部 だ よ り

平成29年度
法務委員長

山口支部定時総会開催

平連嗣騎

去る平成29年４月21日㈮10：00よりセントコア山口に
おいて平成29年度山口支部定時総会が開催されました。

テート㈱の田原智彦氏がそれぞれ選任され、定足数の発
表後、議事の進行に入りました。山口支部の平成28年度

山口不動産㈱の藤岡敬理事の司会により式次第に沿っ

事業報告・収支計算書承認の件、及び平成29年度事業計

て総会が進行されました。尾村副支部長の高らかな開会

画（案）・収支予算書（案）承認の件などがそれぞれ上程

宣言の後、西村俊爾支部長のご挨拶に続き、表彰状贈呈、

され、質疑応答の後にいずれも賛成多数により承認され

新入会員の紹介、ご挨拶、その後ご来賓の山口市長代理

ました。

都市政策部 部長 東洋光様、山口税務署 所長代理 個人課

総会は大きな混乱もなく定刻に終了致しました。支部

税第三部門 統括国税調査官 岩戸次男様、山口土木建築

会員が一丸となって、また新たな平成29年度の船出を迎

部住宅課 課長代理 民間住宅支援班 主査 山田義照様にご

えた定時総会でした。

祝辞を賜りました。
ご来賓ご退席の後、議長及び副議長の選出に入り、議

ご出席の会員の皆様、スムーズな進行へのご協力、大
変ありがとうございました。また大変お疲れさまでした。

長に㈱山本商事の山本敦子氏、副議長にクリーンエス
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新入会員のご紹介
び えい ふ どうさん

株式会社 美栄不動産
代表取締役

丸尾

恵美子

この度、山口県宅建協会
した、株式会社

〒754-0002 山口市小郡下郷323-19
TEL・FAX：083-972-2505
山口県知事(1)3570

山口支部に入会させていただきま

美栄不動産の丸尾恵美子と申します。安心・

安全な取引を行うべく努力し、山口市の発展に少しでも貢献で
きるように精一杯努力を努めて参ります。
皆さまのご指導・ご鞭撻を賜わりますようよろしくお願い
いたします。

会
◎新規入会
・㈱美栄不動産
・㈱長州興業

代表者・専任取引士
代表者
専任取引士

◎代表者変更
・㈲タカミ不動産

（新）髙見
（旧）髙見
・エルクホームズ㈱山口支店 （新）曽我
（旧）徳満

◎専任取引士増員
・タマホーム㈱

専任取引士

員

丸尾恵美子
渡邉 智明
福島 哲也
護
嘉久
裕己
智己
髙畠

昭江

◎専任取引士変更
・エルクホームズ㈱山口支店 （新）河村

和俊

（旧）藤兼

弘幸

の

動

き

◎免許番号変更
・㈱エミアス 山口支店
（新）国土交通大臣 ⑴第9165号
◎住所変更
・周防土地㈱
（新）〒753-0251 山口市大内千坊二丁目16番20号
・㈲クリーン山口（賛助会員）
（新）〒753-0011 山口市宮野下1395番地１
TEL 083-902-2100 FAX 083-902-2101
◎FAX番号変更
・㈱田村ビルズ
◎退
会
・㈱サンタイ
・㈱ロール
・㈲不動商事

山口小郡支店 （新）083-976-8001
椋梨
大下
木原

博
憲彰
亜弓

免許更新のお知らせ
商
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号

免許有効期限

㈱モリモト

H29．10． 9

山口大学生活協同組合

H29．10．24

㈱河村百貨店

H29．11． 1

㈲アイビシ

H29．11． 6

㈱リンケン不動産

H29．11． 7

㈲ホーム不動産

H29．11．15

㈱カドス・コーポ・レーション

H29．11．21

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

支 部 だ よ り

柳
井

yanai

平成29年度第１回情報交換会
平成29年４月３日㈪に平成29年度第１回情報交換会
を支部事務局にて開催いたしました。今回のテーマは現
在大きな社会問題となっている「空き家」問題です。こ
の問題を解決する一環として、昨年柳井市と空き家対策
に関する協定を締結いたしました。当日は９名の方が参
加され、空き家バンク、ＵＪＩターン者等の住宅確保に
ついて皆さんと協議いたしました。

今年度に入り既に柳井市から３件の申し込みが入って
おります。空き家対策事業への登録会員の皆様には物件
の調査等ご協力頂きありがとうございます。今後も支部
活動とし、市町及び周辺団体と連携した空き家問題への
対策に取り組みます。ご参加頂きました会員の皆様あり
がとうございました。次回もより多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

平成29年度柳井支部総会開催
平成29年４月24日㈪午後１時30分より柳井市文化福

後質疑なく賛成多数により可決されました。昨年は臨時

祉会館（集会室）において平成29年度柳井支部総会が開

総会を開催し、柳井支部存続、合併の議論をしましたが、

催されました。当日は19名の方が出席されました。

存続を望む会員が多数を占め今年度より会費の大幅な値

岡野副支部長の開会の辞の後、中村総務委員長の司会

上げにより、会員の皆様には多大なご負担をお掛けする

により式次第に沿って総会が進行されました。議長は、

事となりますが、いずれの議案も賛成多数で承認され岡

㈱ティーレックス

野副支部長の閉会の辞で閉会いたしました。

主計龍雄氏が務められ、定足数の発

表後、平成28年度事業報告、収支決算報告、定款施行

ご出席の皆様、大変お疲れ様でした。

規則一部改正（案）承認の件が一括上程され、監査報告
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（一社）山口県宅建協会防府支部
定時総会開催
平成29年４月25日㈫13時30分より、カリヨン203ルー
ジュホールに於いて第31回防府宅建業税務協議会並びに
第７回（一社）山口県宅建協会防府支部定時総会が、本
人出席22名、委任状出席32名、合計54名で開催された。
砂原副支部長の開会宣言の後、中川支部長の挨拶が
あった。寿不動産 山根祐二氏が議長に選任され、挨拶
の後議事に入った。防府宅建業税務協議会の第１号議案
から第４号議案が上程され、全議案とも挙手多数により

異議なく可決された。
次に、
（一社）山口県宅建協会防府支部の議事に移り、
第１号議案から第４号議案が上程された。参加会員より
防府支部不動産検索サイトのリニューアルについて質問
があり、執行部より回答した。第１号議案から第４号議
案は挙手多数により可決された。
藤村副支部長の閉会宣言により総会は無事終了した。

不動産研修会開催
法務委員

古河和子

平成29年３月２日㈭デザインプラザ防府にて、不動
産研修会を開催しました。
講師は岡山県でファイナンシャルプランナーとして、
マネーセミナーや家が欲しいお客様を対象としたイベン
トで個別相談を行っておられる「ＦＰママ」の佐藤香名
さんをお迎えしました。
宅建業者と組んで仕事をしておられることもある佐藤
さんには、
「不動産業とファイナンシャルプランナーと
の関わり方について」と題して、家を購入されるお客様
へ最適なアドバイスが出来るために私たちに必要なこと
を、沢山のセミナー資料等見せてもらいながらお話しい
ただきました。
初めに、いつもＦＰママとしてお客様へお話しされて
いる内容についてお話しいただき、次に、私たち宅建業
者と家の購入を検討されているお客様とファイナンシャ
ルプランナーがどう関わればお客様が安心して家や土地
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の購入をすることができ、私たちが売買仲介の仕事へ繋
がるのかをお話いただきました。
すぐに使えるファイナンシャルプランの資料や、来客
されたお客様へ記入していただけるヒアリングシートやＦ
Ｐへ紹介する際のシートなど、貴重なノウハウの詰まっ
た資料も戴きました。
今回、実際にＦＰ講座をお客様の立場で聞くことが出
来、家を建てたいと思っておられるお客様の気持ちを理解
できたことは、大変意味のある講習になったと思います。
最後に、参加された支部会員さんや従業者の方へ、佐
藤さんよりＦＰ資格を取得しようと思った方？と質問が
あり、８名の方が手を挙げられました。そこでじゃんけ
んをして勝った１名に、佐藤さんお勧めのＦＰ検定の攻
略本と問題集の２冊をプレゼントされました！！
そして、参加された方全員に岡山名物「きびだんご」の
お土産も頂き、和やかな雰囲気で終えることが出来ました。

支 部 だ よ り

防府市自治会連合会との協定について
平成29年４月21日㈮ 午前10時より防府市役所におい
て、防府市自治会連合会会長 広石 聖様と「防府市に
おける自治会への加入促進に関する協定書」の調印式が
行われました。
これまでも宅建業者である私たちは、入居されるお客
様へ自治会加入について、契約書等に記入したりして案
内してきましたが、今後は「自治会加入促進のチラシ」を

お渡しし、自治会への加入
を促す等、相互に協力・連
携し、地域コミュニティの
活性化に寄与することとな
りました。

新入会員のご紹介
株式会社

え

ん

〒747-0802 防府市中央町4-1
TEL：0835-28-8754 FAX：0835-28-8744
山口県知事(1)3573

久保田美智子
吉岡 真由美

代表取締役
専任取引士

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 株式会社 えん の久保田美智子
と申します。
弊社は、防府地区を中心に土地・中古住宅等の売買、仲介を中心に事業を行っていきたい
と考えております。
会員の皆様方、ご指導ご鞭撻の程 よろしくお願い申し上げます。

㈱田村ビルズ防府店

日野
森囿

代 表 者
専任取引士

〒747-0809 防府市寿町4-17
TEL：0835-28-1120 FAX：0835-28-1130
山口県知事(4)2973

由章
佑規

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㈱田村ビルズ防府店の日野
由章と申します。
入会に際し、ご指導とご協力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
弊社は不動産売買を通じ、地域の皆様に安心かつ良質なサービスを提供できるよう、尽力してい
きたいと考えております。
一つ一つの出会いを大切に精進してまいりますので、会員の皆様には今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し
上げます。

会

員

◎代表者・専任取引士変更
・㈱エミアス防府支店

伊藤

和之 → 上田

健一

◎専任取引士変更
・リンザイ㈱

野村

満 → 河本

恭明

◎所在地変更
・㈱サンタキ
防府市天神一丁目3-1 3F → 〒747-0801 防府市駅南町14-26

の

動

き

◎免許番号変更
・㈱エミアス防府支店
山口県知事(7)2210号 → 国土交通大臣(1)9165号
◎退会
・㈲周防ビル 正会員 中村 憲司
・天満屋
正会員 山下 広助
専 任 山下 秀仁
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周
南

shunan

支部長あいさつ
周南支部長

池田周太

支部会員の皆様には、28年度の支部運営・支部事業へ
の多大なご理解・ご協力を頂き感謝致します。不動産業
界では日銀のマイナス金利導入後、住宅ローンをはじめ
とする金利の低下により、本来のマイホーム住宅より賃
貸住宅の建設ラッシュとなった。政府も「消費」に向かう
資金が「投資」に向かっている状態を方向転換する動きが
みられる。周南地区も新築の賃貸住宅が増え、古い物件
の空室の増加が目立つ。空前の低金利は分譲業者に資金
的余裕をもたらしマンション開発を刺激した。周南地区
では分譲マンションの供給過多が、中古市場にも影響を
及ぼし、市場の低迷が懸念される状況下です。
国土交通省は、消費者が中古住宅に抱いている「不安」
「汚い」
「分からない」といったイメージを払拭した住宅を
消費者が安心して購入するための基礎的な要件を備えた
中古住宅として、安心して購入できるブランド「安心Ｒ

住宅」を新設する予定です。不安の払拭についての「イン
スペクション」と「瑕疵担保保険」については今後も周南
支部で研修会を開催します。また、急増する「空き家」に
ついては「空き家」情報を把握し、所有者に利活用と働き
かける必要がある。本年度は周南市と全所有者へ向けて
協業で5月の固定資産税の納付書に利活用を促すチラシを
同封することになりました。空き家バンクのさらなる充
実を図り民間による空き家の利活用を活性化する環境整
備を構築します。
「会員対協会」
「協会対社会」
「会員対会員」の「三つの信
頼」を基本とし、健全な支部運営に努めるため、支部役
員一同努力致しますので会員皆様のご協力を宜しくお願
い致します。

平成29年度周南支部定時総会開催
総務委員長

箱﨑壽美枝

平成29年４月21日㈮午前10時30分より、周南地域
地場産業振興センターにおいて平成29年度一般社団法
人山口県宅建協会周南支部及び周南地区宅建業税務協
議会の定時総会が開催されました。
ご来賓として、山口県議会議員の藤井律子様、周南
市長木村健一郎様代理の原田義司様、徳山税務署統括国
税調査官の山下展広様、中国労働金庫徳山支店ローンセ
ンター所長の三浦明彦様のご臨席を賜
り祝辞を頂戴いたしました。
倫理綱領唱和、物故会員への追悼、
池田支部長挨拶の後、議長に兼子照章
氏（株式会社スマイエ）を選出し、議長
は定足数（総会員数132名、出席45名、
委任状出席68名）の発表を受け本議会
の成立を宣言し議事に入りました。
全ての議事は和やかな雰囲気の中、
平成28年度の事業報告、収支決算を経
て平成29年度の事業計画、収支予算ま
で全会一致で承認されました。
また役員選任では、寺岡雅喜氏（熊
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毛不動産株式会社）が満場一致で承認を受け、新たに理
事として選任されました。
木本理事の閉会の辞で無事終了致しました。
この１年、初心に戻り支部会員は元より、地域の皆
様方から信頼、愛される周南支部を「めざし」役員一同
努力してまいります。

支 部 だ よ り

周南市の空き家対策と宅建協会周南支部の取組み
業務委員長

佐野

弘

昨今の空き家問題については山口県が主導で市町の相談会
が昨年から実施され昨年10月30日に周南市、光・下松でも
今年１月に実施され多くの参加者と個別相談がありました。
個別相談では宅建業者への相談が一番多く、行政からも土地
建物の専門家である宅建協会へのこの問題に対する取組みへ
の期待があるところです。
周南市でも環境生活部 生活安全課に空き家対策担当があ
りその対応に当たられております。従来より中山間地域の空
き家募集ということで空き家の有効活用として空き家バンク
への誘導等の施策を実施されておりました。その中で「市の
制度を使わない場合」
「市街地の物件の相談」につきましては
宅建協会へとの記載のリーフレットを配布されておりまし
たが29年度、更なる一歩としてすべての固定資産税通知書
へ「空き家対策リーフレット」を同封していただくことにな
りその中で積極的な宅建協会会員利用についての記載がされ
ました。今回のリーフレット作成に関しましては市の各担当

者、池田支部長、業務委員長の私とで数回にわたり打合せを
した中で特に池田支部長がこだわったのがカラーでの印刷で
した。確かに白黒とカラーではアピール度が全然違います。
市の担当者の方々には予算等の問題もあったと存じますが最
終的に当方の主張を取り入れていただきましたことに感謝い
たしております。
今年から宅建協会での空き家相
談につきましても昨年までのイベ
ント型から常設型へとさらに市民
の方々に身近な相談窓口として運
営してまいります。今後とも行政
との連携のもと社会貢献活動とし
て空き家の問題解決に向けて地域
に根差した宅建協会会員として会
員各位のますますのご協力をお願
いいたします。

周南支部「宅友会」ゴルフコンペ
宅友会

兼子照章

平成29年３月８日㈬周南カントリークラブにて、恒例の
周南支部「宅友会」を、４組16名のご参加をいただき、開
催致しました。当日は３月になったというのにまだ肌寒さ
を残し、お天気には恵まれ、言い訳を許さない絶好のゴル
フ日和となりました。今回は柳井支部様より２名のゲスト
をお迎えして、和気藹々と笑い声いっぱいで順次スタート
していきました。コースは月末開催される山口県オープン
ゴルフに向けてのコースセッティング！？なのか、グリー
ンはとても固くて速くなっており、参加者の皆さんも日頃
の練習の成果を試す絶好のコンディションだったのではな
いでしょうか。
（苦笑）
豪快に快音を轟かせる優しい大先輩の女性陣に温かく見守
られながら、着実に打数を積み重ねていく筆者をよそに（涙）
、

皆さん楽しそうにプレー
しておられました。
さてゴルフの結果は、
優勝 ㈲藤和地所
藤井勉さん
グロス91 ネット73.0
２位 三和土地建物㈱ 池田周太さん グロス87 ネット73.8
３位 ㈱ファノス
岡村英之さん グロス92 ネット74.0
と鉄板の御三方となり、優勝はいつも宅友会の幹事としてお
世話になっている藤井勉さんとなりました。おめでとうござ
います。
「会員間の親睦」
「健康増進」を目的に笑顔と笑いで行われ
ている周南支部の「宅友会」ですが、もっと多くの参加者の
もとに開催できるよう、初心者の方、老若男女問わず振るっ
てご参加いただきますよう、宜しくお願い致します。

新入会員のご紹介
株式会社 ユーホーム
代表取締役

窪田

武司

〒743-0021 光市浅江1347番地2
TEL：0833-48-6620 FAX：0833-48-6621
山口県知事(4)3010

この度、光市に事務所を移転し柳井支部から周南支部に移動いたしました株式会社ユーホーム
です。今年で建築工事を手掛け18年になります。
実際に目で確かめて頂き、きめ細かいご提案が出来るようモデルハウスも併設し、施工経験で
培ったノウハウを生かし新築、リフォーム工事を主としておりますので皆様に土地のご相談、ア
ドバイスを頂きたいと思っております。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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岩
国

iwakuni

平成29年度 岩国支部通常総会開催
法務委員

田中孝敏

平成29年４月20
日の午前10時より
午前11時半まで、
第６回一般社団法人
山口県宅建協会岩国
市支部通常総会が岩
国市福祉会館で開催
されました。
塩田さんの開会の辞の後、竹之内さんの倫理綱領唱和
を元気に全員で行いました。
来賓に岩国税務署個人課税第三部門統括国税調査官の実
藤仁志様、㈱日本政策金融公庫岩国支店長の三浦博様を
お迎えして行われ、森口支部長は４つの今年の柱すなわ
ち①講習会の充実の件②空き家相談の件③婚活の件④市
営住宅委託の件のことを話されました。実藤様は全員に、
税務署の仕事に今まで通りご協力をお願いしたい等。三
浦様は、景気は緩やかに回復しているが、高齢少子化に

よって、新たに空き家対策の融資が４月から出来るので
利用して欲しい等の祝辞を頂きました。
新入会員の紹介があり、14人の方が一人ずつ挨拶を
されました。
定足数は、99名の正会員のうち、出席者42名・委任
状43名の計85名で総会の成立が決まりました。
予算の件、決算の件、事業計画の件等の議事がありま
した。
議長は白田さんと中濱さんになって頂きました。
議事録署名人は、松前さんと坂井さんになって頂きま
した。
おかげさまで、
いつも通り総会
は、順調に行わ
れ、何事もなく
終了いたしまし
た。

新入会員研修会開催
平成29年２月14日㈫新入会員研修会を開催致しまし
た。役員５名、新入会員13名が出席し、まず、倫理綱
領の唱和や自己紹介、不動産業を営む上の心構えなどを、
森口支部長、斎藤事務局長より説明して頂きました。続
いて、総務委員長より組織の運営等、法務委員長より法

令遵守、業務委員
長よりハトマーク
サイト等の説明が
あり、とても有意
義な新入会員研修会となりました。

平成28年度
第４回情報交換会開催
業務副委員長

松前康宏

平成29年３月16日㈭第４回情報交換会を開催しました。
内容は、司法書士の片山竜児先生による「家族信託に
ついて｣講演をいただきました。
信託は高齢者が意思能力を喪失したあとでも柔軟な
資産運用を継続することができる制度として注目が高
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まっています。成
年後見制度と比
較しながら制度の概要を説明して頂きました。
今後、われわれ不動産業者にとっても活用の見込める
制度であり大変有意義な情報交換会となりました。

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

平成29年４月27日宅建協会岩国支部会議室において、
米軍側と第４回目となるミーティングを行いました。こ

約束し次回７月下旬にミーティングを開催することで散
会しました。

の度は、米軍側の人事異動によりこれまでの住宅課の課
長であったスティール氏が退任され、ワンダ・ノリー
氏が新しく課長になったという報告がありました。また
米軍側に新たな部署として政務・地域対策室(対外的に
より良い関係を築くために設立)ができたということで、
その室長のジョン・ザンブラーノ氏も参加されました。
現在基地内及び愛宕山に米軍用の住宅が完成しているた
め、今後の基地外の住宅事情について７月以降にある程
度正確な動向がわかるということでした。今後も引き続
き米軍住宅委員会と米軍側がより良い関係を保つことを

平成29年度
第１回情報交換会開催
業務副委員長

松前康宏

平成29年５月18日㈭第１回情報交換会を開催しま
した。
内容は、塩田業務委員長による｢中古住宅流通にお
ける瑕疵担保責任保険と控除｣｢新耐震基準について｣
でした。
今後、われわれ不動産業者にとって重要な事柄であ
り大変有意義な情報交換会となりました。

新入会員のご紹介
有限会社
代表取締役

龍泉

阿部

秀樹

〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原798-５
TEL：0827-28-6677 FAX：0827-28-6678
山口県知事(1)第3577号

この度、当法人の不動産部門開設に伴い、山口県宅建協会に入会いたしました有限会社龍泉

すぎのもり

椙杜

不動産の阿部秀樹です。有限会社龍泉は秀東館グループで高齢者福祉事業（老人ホーム経営）を営む会
社ですが、岩国市の地方創生の一環として、とりわけ岩国市玖西地区の人口３万人構想を実現する為
に設置いたしました。宅建協会の皆様に御指導いただきながら地域発展に尽力してまいりますので、
御協力の程よろしくお願い申し上げます。

27

28

29

取引士の皆様へ

取引士

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29年８月８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12月13日から平成30年２月７日までの更新の方
■案内発送日：平成29年 ６月21日㈬
■日
時：平成29年10月10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30年２月８日から平成30年４月９日までの更新の方
■案内発送日：平成29年 ８月23日㈬
■日
時：平成29年12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30年４月10日から平成30年６月11日までの更新の方
■案内発送日：平成29年10月25日（水）

【お問い合わせ先】
（一社）山口県宅地建物取引業協会
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№

支部

免許番号

商

号

代表者

5

岩国

(9)1682

カワイ不動産

河井

正雄

山下

廣助

梅田

利彦

日野

由章

6

防府

(9)1689

天満屋

(1)3564 （同）ハウススタイル

河村

勇志

7

周南

(7)2232

㈱熊石

山口

(1)3570

㈱美栄不動産

丸尾恵美子

8

下関

(7)2239

㈲佐伯建設

佐伯

伸一

4

下関

(1)3397

㈱エコビルド

安成

9

下関

(7)2374

㈲日産商事

高田

俊文

5

防府

(1)3573

㈱えん

久保田美智子

10

防府

(4)2818

㈲周防ビル

中村

憲司

6

下関

(1)3575

㈱不動産のサカイ

酒井

俊之

11

宇部

(4)2953

やすらぎ不動産㈱

髙須

寧

7

岩国

(1)3577

㈲龍泉

阿部

秀樹

12

周南

(3)3104

㈱ウィル

清木

信宏

13

周南

(2)3246

中林建設㈱

中林

嘉明

14

山口

(1)3470

㈱ロール

大下

憲彰

1

防府

(4)2973

2

宇部

3

㈱田村ビルズ

退

防府店

熊野店

信次

会

1

下関 (11)1077 ㈱中央総合鑑定事務所

福田

浩一

2

周南 (11)1162 ヤマカ産業㈱

山田

久義

3

山口

(10)1338 ㈱サンタイ

椋梨

博一

4

下関

(9)1653

宮内

宣尚

関門興産

他

界

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。

光支店

承
旧
1
新

周南

会

継承理由

継

(1)3485

ワークス

(1)3572

㈱ワークス

磯村

博行

個人→法人

員

№

支部

免許番号

1

周南

⒁398

商
㈱五郎丸

号

代表者
五郎丸孝士

協 会 の 動 き
3月
３ 金 賃貸住宅への入居支援ガイド

4月
於 下関 出席者

49名

13 木 第１回業務委員会

於 会館 出席者

10名

４ 土 山口市空き家セミナー・無料相談会

於 山口 尾村、神田

６ 月 第７回業務委員会

於 会館 出席者

10名

７ 火 一般社団法人意見交換会

於 東京 出席者

５名

16 日 部落解放同盟定期大会

於 山口 西村

10 金 第６回総務委員会

於 会館 出席者

８名

19 水 第１回法務委員会

於 会館 出席者

９名

16 木 第６回常務理事会

於 会館 出席者

９名

期末監査

於 会館 出席者

８名

第１回総務委員会

於 会館 出席者

９名

第１回常務理事会

於 会館 出席者

11名

第１回理事会

於 会館 出席者

28名
80名

17 金

西日本不動産流通機構理事会

於 広島 上原

第１回試験事務説明会

於 東京 西村、神田

22 水 全宅管理理事会

於 東京 松村

23 木 全宅連・全宅保証理事会

於 東京 上原

27 月

於 山口 上原、境田

第７回理事会

於 会館 出席者

21名

4月
於 東京 上原

11 火 第１回宅建取引士法定講習会

於 会館 平連

12 水 山口県土木建築部長挨拶

於 山口

28 金

賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会

於 東京 上原

5月

山口県土木建築部長、住宅課長挨拶

10 月 全宅連広報啓発委員会

14 金

11 木

26 金 第58回定時総会

於 会館 出席者

27 土 山口県行政書士定時総会

於 山口 西村

30 火 市町空き家対策担当意見交換会

於 山口 尾村、神田

31 水

全宅連・全宅保証理事会

於 東京 上原

全宅管理理事会

於 東京 松村

上原、西村、
松村
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支部お薦めシリーズ

60

柳井支部

環境にやさしいまち
温暖な気候と豊かな自然に恵まれた平生町は、県下に先駆けて、人と自然にやさしい環境保全型農業をまちぐるみで推
進するなど、豊かな自然環境、快適な生活環境の保全を推進します。
また、平生湾に繁殖するカブトガニの保護活動も積極的に進め、平成16年には「大星山風力発電所」が完成し、自然エ
ネルギーの利用、環境に対する意識が高まっています。
人と環境にやさしい農業を

クリーンで尽きることのない新エネルギー

生きた化石から学ぶ命の大切さ

環境保全型農業の推進

カブトガニ保護活動

「７つの風力発電所」

平生町は県下に先駆けて、昭和50年
代初めより、有機堆肥を使用した土
壌の改善、化学肥料・化学農薬を減
らす栽培方法を推進してきました。
町内産で生産者の顔が見える「あん
しん農産物」の生産・流通・消費者
の拡大を図り、消費者が安心して農
産物を手にすることができる仕組み
づくりの普及に取り組んでいます。
ひらお特産品センターは平成10年完
成。平生町の「あんしん農産物」や
海産物加工品等の特産品を数多く取
り揃えています。

カブトガニは「どんがめ」とよばれ、
昔は平生湾のいたるところに数多く
生息していました。しかし、昭和40
年代から急激に数が減少し、今では
わずかに繁殖が確認されるだけです。
そこで、平生町は山口県カブトガニ研
究懇話会と協力して、湾内の幼生、卵
塊調査を行い、減少の原因を調査研究、
そして、繁殖の減少に歯止めするため
に、平成 14 年度に県内初となる人工
産卵場を造成、平成 17 年度には幼生
放流などの保護活動を行いました。
また、カブトガニマスコット「カッ
ピー」の販売や下水道マンホールの
蓋のデザインなど、カブトガニを通
じて環境意識を高めるための啓発活
動も行っています。

平成16年11月、大星山に最初の風
力発電所１基が完成しました。その
後、平成21年4月に6基が建設され、
現在計7基が峰に連なります。
クリーンで尽きることのない自然エ
ネルギーの利用促進や環境意識の
向上に貢献するものと期待されて
います。

ひらお特産品センター

カブトガニ卵塊調査風景（上）
カブトガニ（右）
カッピー
（左）

柳井支部

時事
雑想

今回、時事雑想を担当する
ことになり、光栄に思う理事
２年目の中村と申します。
私の座右の銘でもある、
「艱難汝を玉にす」という言
葉があります。
意味は、人は困難や苦労
を乗り越えることによって、初めて立派な人間に成長する
という意味です。今この地域に置かれる環境はけして良い
とは言えない状態だと思います。
「人手不足」
「少子化問題」
「人口減少」etc・・・・。この困難
な状況のなか、どうすればお客様に満足していただけるか。
それだけではなく、社員全員が心から満足して仕事をして
くれるか、いろいろ悩みは尽きない現状だと思います。こ
ういうときだからこそ、よりお客様のこと、社員のことを

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
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発行人

会長

大星山風力発電所

上

原

祥

典

中

村

幸

考え、新しい発想で今までと違うイノベーションを生み出
し、経営をしていくことが大事になるのではないでしょう
か。
「苦難は幸福の門」という言葉もあります。又、マタイ
伝（新約聖書）では、
「狭き門から入れ。滅びにいたる門は広
く、これより入る者多し。生命（いのち）にいたる門は狭く、
その道は細く、これを見出すもの少なし。」簡単ではないと
思います。
ただ今、この時代だからこそ変革できるチャンスだと思っ
ています。
地域を盛り上げるのは、人だと思います。その “人” が働
く企業が活性化することが今後の地域の活性化につながる
のではないでしょうか。地域あっての企業です。人がいて
の地域です。その地域貢献に少しでもお役に立てればと思っ
ております。
〒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

編集人

昌

法務委員長

西

村

俊

爾

