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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

2



全宅連・全宅保証　平成29年度定時総会を開催！

開催日　平成29年６月29日㈭
場　所　東京都「ホテルニューオータニ」
出席者  山口県宅建協会より４名出席

　６月29日㈭、全宅連・全宅保証において、全宅連創
立50周年・全宅保証創立45周年記念式典並びに記念
講演会が盛大に開催されました。
　記念式典では、伊藤博会長による式辞、来賓による
祝辞、石井啓一国土交通大臣による感謝状の授与が行
われた後、記念映像「全宅連50年・全宅保証45年の
あゆみ」の放映、第２期中期計画「ハトマークグルー
プビジョン2020」の発表がありました。

　続いて、ハトマークグループビジョンに基づいた地
域貢献を実施している、大阪府宅建協会の会員である
丸順不動産㈱代表取締役　小山隆輝氏により、「地域
の価値を高める不動産業」と題して、自身が地元で取
り組んでこられた、既存建物の活用及びリノベーショ
ンの事例を踏まえた、地域貢献活動の発表が行われま
した。
　記念式典終了後には、テレビでお馴染みのジャー
ナリスト　櫻井よしこ氏により、「変革のときは今
だ！」と題して記念講演が行われました。
　最後に、多くの国会議員をお迎えしての記念祝賀会
が開催され、全ての記念事業が滞りなく終了しました。

全宅連創立50周年・全宅保証創立45周年
記念式典・記念講演会を盛大に開催！

開催日　平成29年６月30日㈮　
場　所　東京都「ホテルニューオータニ」
出席者  山口県宅建協会より２名出席

　６月30日㈮、全宅連・全宅保証において、平成29
年度の定時総会が開催されました。
　議事に先立ち表彰が行われ、不動産総合研究所調査
研究に係る地域貢献活動等への取り組み部門では㈱ス
ペースＲデザインの吉原勝己氏（福岡県）と、大阪府
宅建協会中央支部が受賞されました。
　㈱スペースＲデザインは、老朽化したビルをリノ
ベーションによってビンテージビルに再商品化し、資
産価値の向上とともに地域全体の価値向上を図る取り
組みを実践されています。大阪府宅建協会中央支部
は、中小業者が今後進むべき方向を追求し、企画から
運営まで30〜40代の若手役員が中心となって、全国
で初の地域守りに関する研修会を開催されました。
　また、教育研修制度「不動産キャリアパーソン」受
講者数部門では、累計50名以上の受講者を輩出した

５社が受賞され、伊藤会長より表彰状が授与されま
した。
　全宅保証の総会では、28年度事業報告及び決算報
告、29年度事業計画及び収支予算の報告が行われま
した。
　全宅連の総会では、28年度事業報告、29年度事業
計画及び収支予算の報告後、決議事項である28年度決
算が承認され、全ての議案の審議が無事に終了しま
した。
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中国地区不動産公正取引協議会 第38回定期総会
開催日　平成29年６月16日㈮
会　場　岡山県「岡山プラザホテル」
出席者　山口県宅地建物取引業協会から10名出席

　６月16日㈮中国地区不動産公正取引協議会定期総会
が、昨年の広島県に続いて、今年は岡山県で開催され
ました。
　議事に先立ち、上原理事（会長）の開会宣言、津村
会長の挨拶、さらには公正取引委員会、岡山県建築指
導課長の来賓祝辞と続き、例によって早速、山上理事
（岡山県会長）により議事が進められました。
　先ず第１号議案（H28年度事業報告）として、西村

理事（副会長）から、
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、「不動産広告ハ

ンドブック」の作成・配付、さらには昨年に続いての
不動産広告の実態調査の実施等々の報告に始まり、第
２号議案（H28年度収支決算報告）及び監査報告へと
続いた。また、第３号・４号議案としてH29年度事業
計画及び同収支予算案の一括提案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、理事２名、代議員３名の変更についても原案
どおり承認されました。
　総会の終盤、第６号議案として、浜松理事（島根県
宅建協会会長）が、次回39回定期総会を島根県で開
催する上程案の結果、当然のことながら全会一致で承
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：岡山県→島根県→鳥取県→山口県→
　　広島県の持ち回り）

事務局長　境田　次治

公益社団法人 西日本不動産流通機構 定時総会
開催日　　平成29年６月22日㈭
開催場所　ホテルセンチュリー21広島
出席者　　理事　上原祥典
　　　　　運営委員　尾村成一

　平成29年６月22日㈭、広島市内にて平成29年度
（公社）西日本不動産流通機構定時総会が開催されま
した。
　事業の報告に関して、専務理事の山上氏（岡山宅建
会長）が説明をされ、レインズステータス管理機能の
定着化及び不動産データベース試行運用への対応等、
会員だけでなく、消費者からも信頼される不動産情報
の提供に関する取組の推進について報告されました。

また、レインズ登録物件数について、売買件数は昨年
度より微増しましたが、賃貸物件に関しては△21％
と、大きく減少する形となりました。この原因につい
て、今後調査を行い、改善を進めていくとのことで
す。
　続いて、29年度の収支決算報告の決議が行われ、正
会員指定代表者である19名全員が挙手、可決承認され
ました。その後、運営委員への感謝状贈呈が行われ、
定時総会が滞り
なく終了しまし
たことをご報告
いたします。

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 第７回定時社員総会
開催日　平成29年６月30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４名出席

　去る平成29年６月30日㈮、東京都内の会場にて全
宅管理の第７回定時社員総会が開催され、平成28年度
事業報告、平成29年度事業計画・収支予算報告と、平
成28年度収支決算報告が承認されました。
　平成28年度に会員数が6,000社を超えた状況の中
で、さらなる会員数増加に向けた諸事業を実施し、賃

貸不動産管理業協会
の適正化に向け、公
益社団法人全国宅地
建物取引業協会連合
会、一般財団法人ハ
トマーク支援機構と
も連携の上、積極的
な事業展開を図って行くことが報告されました。

副会長　松村　誠
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　平成29年度不動産無料相談所相談員研修会が８月
29日㈫山口県不動産会館において開催されました。
　当日は常務理事・法務担当理事・相談員の皆様ご
多忙にも拘わらず35名の方々にお集り頂きました。
　第１講は、DVDによる『判例トラブル解説』と題し、
主に売買トラブルの事例等を実演形式で分かりやす
く組み込まれた内容でした。
　第２講は、『山口県住宅課に寄せられた相談事例』
と題し、山口県住宅課 主査 山田 義照 氏にご講義を
賜りました。
　内容は、宅地建物取引に関する相談対応
についてで、題目通り山口県住宅課に寄せ
られた生々しい相談事例と対応方法、それ
に至った結果までを分かりやすくご説明頂
き、私たち相談員も、大変勉強になった次
第であります。
　やはり、中でも原状回復をめぐるトラブ
ルが圧倒的に多く、退去時清算は国土交

通省住宅局発行のガイドラインを参考にすることが、
トラブルを未然に防ぐ、また減少させるツールと再
認識致しました。
　また、『不動産相談員心得』は、私たちが相談とし
て遵守しなければならない事柄を改めて認識するも
のであり、常日頃から周知徹底を図る必要性を感じ
た次第でございます。
　日々の業務の中にコンプライアンス「法令遵守」の
徹底を心掛け、お客様と接して参りたいと思います。

法務委員　竹 之 内 早 苗

不動産無料相談所相談員研修会　開催

賃貸不動産経営管理士講習会　開催
開催日　平成29年８月21日㈪、22日㈫
会　場　山口県不動産会館（山口会場）

　平成29年８月21日、22日の２日間、山口県不動産
会館３階研修ホールにて賃貸不動産経営管理士講習会
を山口県内で初めて開催いたしました。
　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
講習で会員の皆様には大変ご好評いただき、山口会場
での申込は、締切前に定員の60名に達しました。
　丸２日間のＤＶＤ講義でしたが、賃貸管理業務を行
うにあたっての必要な専門知識と実務能力を高めるこ
とのできる大変充実した講義内容でした。
　平成28年９月に賃貸住宅管理業者登録制度が改正さ
れ、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るなど、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。

講習カリキュラム
時　間 講　座

１
日
目

9:35〜 9:50 ガイダンス
9:50〜10:20 賃貸管理総論

10:30〜11:00 賃貸住宅管理業者登録制度
11:10〜12:30 賃貸不動産経営管理士
12:30〜13:30 昼食

13:30〜15:00 管理業務の受託 
借主の募集

15:10〜16:10 建物管理の実務
16:20〜17:20 賃貸借契約の管理
17:20〜17:30 ガイダンス

２
日
目

9:05〜 9:10 ガイダンス
9:10〜10:10 賃貸借契約に関する知識１

10:20〜11:20 賃貸借契約に関する知識２

11:30〜12:20 賃貸業への支援業務
（総論、各論、証券化業務、保険）

12:20〜13:20 昼食

13:20〜14:40 建築法規 
建物の基礎知識と維持管理

14:50〜16:10 設備の基礎知識と維持管理

16:20〜17:20 賃貸業への支援業務
（賃貸不動産経営と税金）

17:20〜17:30 ガイダンス・修了証配布
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新 役 員 紹 介

　本年度、総務委員会の委員
補充に関し総会にて承認され
まして新たに着任することに
なりました山口支部所属の右
田善弘です。総務委員会は、
協会運営の柱として予算、決
算、新規事業の加入促進、本

部主催の研修会の取り決めなどがあります。会員の皆
様が日頃の運営、活動、そして今後、新たに展開され
る事業、法改正など、総会を通じて分かり易く、有効
になる様、サポートをしていかなくてはなりません。
　まだ就任しまして組織の事も分からない状態です
が、任期を満了するまで私自身、総務委員会で勉強し
ていきながら会員の皆様のご理解とご協力を賜り、協
会発展、繁栄の為に与えられた責務を全うして今後、
みなさまのご期待にそえるよう邁進していきたいと思
います。

業務委員　村瀬　智美
　平成29年５月の総会に
て委員に選任されました
周南支部の有限会社ムラセ
商事の村瀬と申します。
　 昭 和 4 9 年 以 降 、 先 代
から継承しております誠

実・信用第一をモットーに活動しております。
会員の皆様今後とも、宜しくお願い申し上げ
ます。

総務委員　右田　善弘
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山口県住宅課からのお知らせ

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書について
〜変更届書に加えて提出いただく書類があります〜

 事務所の移転、支店の新設、代表者・専任の取引士・政令使用人の変更の場合 
変更届出書に加えて次の書類もご提出ください。要件の審査に必要となります。
※新規の免許の場合も同様の取扱となります。

１　次の者について、以下の表のいずれかの書類をご提出ください。
　①代表者
　②専任の宅地建物取引士
　③政令使用人

※左記の３種類の書類のうち、
いずれか１種類をご提出く
ださい。

２　事務所の図面（配置図、
間取図、それらの状況が分
かるもの）※写しでも可

○水防法　「水防法等の一部を改正する法律」
（平成29年５月19日公布　平成29年６月
19日施行）
・宅地建物取引業法施行令第３条第１項

第18号の５が追加
・水防法第15条の８第１項を説明すべき

重要事項として追加

本店の代表者が非常勤の
場 合 や 支 店 等 の 場 合 は
設置する必要があります。（ 　 　 　 　 ）

提出書類
従たる事務所（支店
等）の新設

事務所の移設の場合
（上記①から③の者
に変更がない場合）

上記の①から③の者
が変更した場合

社会保険証の写し
（社会保険加入者で事業所欄に

申請者名の記載があるもの）
○※ × ○※

出勤簿の写し ○※ × ○※

給与台帳の写し ○※ × ○※

提出書類 従たる事務所（支店等）の新設 事務所の移設の場合

事務所の配置図 ○ ○

事務所の間取図 ○ ○

重要事項説明の追加について

　水防法第15条の６において、水防管理者
は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の
帯状の盛土構造物が存する土地の区域であっ
て浸水の拡大を抑制する効用があると認めら
れるものを「浸水被害軽減地区」として指定
できる。
　そして、同法第15条の８により、浸水被害
軽減地区内の土地において、土地の掘削、盛
土又は切土その他土地の形状を変更する行為
をしようとする者は、当該行為に着手する日
の30日前までに、一定の事項について水防管
理者に届け出なければならない。
【理由】
　改正水防法第15条の８に規定する届出義務
を知らなかった場合、届出をしないこと等に
より罰則を受けるなど、不測の損害を被るお
それがあるため。

○港湾法　「港湾法の一部を改正する法律」
（平成29年６月９日公布　平成29年７月８日施行）
・宅地建物取引業法施行令第３条第１項第13号が改正
・港湾法第50条の20及び第45条の６を説明すべき重要事項として追加

１．官民連携国際旅客船受入促進協定制度（港湾法第50条の18）
　　外航クルーズ受入拠点の形成を図る港湾を国が指定
    　　　↓
　　港湾管理者がクルーズ拠点の形成計画を作成
    　　　↓
　　港湾管理者が民間事業者(施設所有者)と協定を締結
   　 ・民間事業者は協定に定められた内容に従い施設の整備又は管理を行う

協定の公示後に施設の所有者となった者にも協定の効力が及ぶ
  　（港湾法第50条の19第３項）　　　　　　  （港湾法第50条の20）

２．特定港湾情報提供施設協定制度（港湾法第45条の４）　
    　見学施設・展示施設  ←  民間事業者が自らの施設に併設するなどの整備

民間事業者が施設を整備した場合に港湾管理者と協定を結
ぶことで当該民間施設を港湾管理者が管理することができる

港湾管理者            

　　協定の公示後に施設の所有者となった者にも協定の効力が及ぶ
  　（港湾法第45条の５第３項） 　    　  　　　（港湾法第45条の６）

【理由】
　港湾法の規定による公示があった協定については、その公示後に施設所有者
等となった者に対してもその協定の効力が及ぶことから協定の対象とされる施
設が含まれる宅地又は建物を購入等する者が、協定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ため。

7



特集「職場における心の健康づくり」
　厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は全労働
者の半数以上にもおよび、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症し、あるいは自殺したとして労災認定が
行われる事案は年々増加傾向にあります。自殺者総数が2万人を超えているなかで、労働者の自殺者数は７千人前後で
推移している現状です。
　労働者が心に不調を抱えながら働くこと、またそれが原因で休職もしくは退職してしまうことは企業にとっても労働
者にとっても大きなダメージとなります。ある研究では、メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、それ以外の企
業に比べ売上高利益率の落ち込みが大きく、心身の不調は生産性を低下させることが明らかになっています。では実際
にどのような取り組みを行っていけばよいのでしょうか。
　まずは現状をしっかり把握し職場環境の改善等を行うことでメンタルヘルス不調を未然に予防する（一次予防）、不調
者を早期に発見し適切な措置を行う（二次予防）、職場復帰のための計画作成など支援を行う（三次予防）が円滑に行わ
れる必要があります。
　そのために心の健康づくり計画の作成、ストレスチェック制度の導入、集団分析などもよいでしょう。また、メンタ
ルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康づくりに
取り組むことが大切です。産業保健関係助成金として、今までのストレスチェック助成金に加え、今年度より職場環境
改善計画助成金、心の健康づくり計画助成金、小規模事業場産業医活動助成金が以下のとおり新設されました。導入し
やすい助成金となっていますので、まずはこれらを活用することも一案です。
＊助成金情報～産業保健関係助成金
①ストレスチェック助成金・・・小規模事業場が産業医と契約し、ストレスチェック等を実施した場合にその費用を助成。
（ストレスチェック1人につき500円まで実費支給。ストレスチェック後の医師による面接指導等１回につき21,500円
まで実費支給。）

②職場環境改善計画助成金・・・ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、社会保険労務士等の専門家の指導に基づ
き、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給。（上限10万円。うち
機器設備購入費の上限５万円。）

③心の健康づくり計画助成金・・・メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、心の健康づくり計画を作成し、計画
に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給。（一企業につき一回限り、一律10万円。）

④小規模事業場産業医活動助成金・・・小規模事業場が産業医と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指
導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に実費を支給。（６か月あたり10万円を上限×２回限り。）

☞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10月1日改正育児介護休業法施行（概要）
　①保育所に入れない場合などに2歳まで育児休業が取得

可能
　②労働者、その配偶者が妊娠・出産をしたこと、または

労働者が対象家族を介護していることを知った時に関
連制度について個別に周知するための措置を講ずる努
力義務

　③育児目的休暇の導入促進
●厚生年金保険料率変更：平成29年9月分(10月納付分)より　　
　　18.182％→18.300％　(今後は18.300%で固定)

■健康宣言実施事業所募集開始■
　山口県では協会けんぽ山口支部と協働し、「健康経営」
に取り組む事業所のサポートを開始した。エントリーす
れば専門アドバイザーによる健康づくりプラン作成から
取り組みまでのサポートを受けられる他、実施状況が確
認できれば「やまぐち健康経営企業」として認定される。
エントリーは協会けんぽ山口支部まで。

⇒山口県最低賃金改定
山口県の最低賃金が平成29年10月１日より

753円　⇒　777円

「受動喫煙防止対策助成金」（厚生労働省）
内容：職場での受動喫煙を防止するために屋内・屋外の喫煙室の設置を行う中小企業事業主に対してその費用の一部を

助成するもの。
対象：①常時雇用する労働者数300人以下、資本金３億円以下（不動産業の場合）のいずれかに該当する労災保険適用事業主
　　　②喫煙室の入口において喫煙室内に向かう風速が0.2ｍ/ｓ以上を満たす喫煙室を設置（改修含む）すること
　　　③事業場内において喫煙室以外を禁煙とすること
助成率：喫煙室の設置に係る経費の２分の１（上限額200万円）　支給は事業場単位とし、１事業場につき１回
助成対象：電気工事・建築工事・配管工事等にかかる人件費、材料費、運搬費、設計費、管理費、パーテーション、ドア、

エアカーテン、換気装置、空気清浄機、照明機器、ガラリ、給気扇、灰皿、のれんその他　　詳細は厚生労
働省のＨＰをどうぞ

社会保険労務士よりお知らせ

株式会社人事情報システム
代表取締役・社会保険労務士

　藤 田 良 三
人事・労務情報
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下関shimonoseki

不当要求防止責任者講習会開催報告
法務委員長　白 川 　 保

　８月３日㈭下関リサイクルプラザ 第一研修室にて、

「不当要求防止責任者講習会」を開催致しました。

　下関支部会員の61名 (54社) が講習会に参加されま

した。

　山口県警察本部 組織犯罪対策課 暴力団排除係の警部

補 山寺孝幸 様 外２名の方が講師で来られ、暴力団の現

状、実態、全国、県内の暴力団情勢、暴力団の動向等に

ついてのお話を伺った後、不当に金銭を要求された様子

を再現したＤＶＤを視聴しました。

　休憩を挟み暴追センターの概要、活動状況についてや

暴力団等の不当要求に対する具体的対応要領について詳

しくお話していただきました。

　最後の模擬訓練では受講者の代表で㈲武永不動産商事

の武永正会員、住土地の広場　関本正会員、㈱ワイドリー

ムの河野正会員がロールプレイングで対応訓練を受けま

した。

　暴力団を恐れない・利用しない・金を出さない。３時

間熱の入った講習会でした。
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平成29年度　価格査定

　８月18日㈮に本年度の価格査定をリサイクルプラザ

にて開催しました。

　昨年度末に100ポイントを追加し、全930ポイント（中

心208・川中186・長府196・彦島117・菊川49・豊田

32・豊浦63・豊北79)を６つのエリアに分けて、各エリ

ア６名が担当し行いました。査定の方法は、各地区の担

当６名が全ポイントを査定し、最高値と最低値を除い

た４名の平均値を出すというやり方です。全ポイントの

査定が終わり、各ポイントを発表するのですが、自分の

査定と他の人との査定を比較するなど、日々の業務の確

認が出来るのではないかと思います。また、通常の業務

では、売買事例や路線価、公示価格などで査定を行いま

すが、この事例が価格査定に反映されます。売主様への

査定書の作成や説明の際に活用出来るので、非常に有意

義なものになっていると思います。査定をする際の問題

点や査定地ポイントの追加や見直しなど課題はあります

が、更に、日々の業務において、より充実したツールと

なるよう業務委員

会で協議を重ねて

いきたいと思って

います。

　最後に、お忙し

い中ご協力してい

ただきました会員

の皆様方には、心

より感謝をいたし

ます。大変お疲れ

さまでした。

業務委員　岡 本 鎮 雄

下関支部60周年記念事業のお知らせ
　わが下関支部は、来年設立60周年を迎えるにあたり、60周年記念事業を行う事となりました。主な企画案とし
て、東亜大学アート・デザイン学科建築インテリアコースの学生による空き部屋リホーム提案、少年サッカー大会、
下関図書館への図書寄贈、記念講演・式典・祝賀会等を計画しています。

 

　60周年に向かって、記念事業にしっかり取り組んでいきたいと思っています。記念祝賀会には、各支部にも
ご案内しますので、ご参加よろしくお願いいたします。

60周年記念事業実行委員会　 会　長　林 眞 一 郎
委員長　清 水 謙 治

日程の決まっている行事

１．記念講演　・・・「リノベーションによる街づくり、街お輿し」（仮称）
２．記念祝賀会・・・平成30年1月26日（金）　シーモールパレス
３．ハトマークカップサッカー大会　・・・　

平成30年3月10日（土）〜11日（日）　豊北総合運動公園
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宇部ube

「がんのお話と朗読会」開催
業務委員長　浅 川 幸 則

　今回、（一社）山口県宅地建物取引業協会主催の地域貢

献事業の一環として、がんの専門医の先生による講演と

朗読会を実施しました。

　７月８日㈯13時45分開場、14時〜15時まで講師に阿

知須共立病院診療部長・外科部長の工藤明敏先生をお招

きし、「がんです」と言われて困らないための講演をし

ていただきました。今までがんの検査を一度もしてい

なかった方、治療中の方、がんを克服した方、皆さんそ

れぞれに予防や治療の力添えになったことと思います。

15時15分からは宇部芸術座の佐方久美子様をお招きし、

佐藤愛子さんの「90歳！何がめでたい」の朗読をしてい

ただきました。自分の親世代の気持ちを思い苦笑いさせ

られました。初めて朗読を聞かれた方も多かったと思い

ますが、佐方さんの独特の世界観を楽しみました。

　当日は事前の

申 込 み を 行 い 、

一般の方々118

名の参加者とな

りました。会場

の「ヒストリア

宇部」イベント

会場は、ほぼ満

席と大変に盛り

上がりました。１カ月前からの準備でしたが、関係者皆

様のご尽力、ご協力に感謝申し上げます。　

 新入会員のご紹介
有限会社　アーキテック工洋
代表者　 中山　大樹

〒755-0241　宇部市大字東岐波1196番地の76
TEL 0836-58-6259　FAX 0836-58-6257
山口県知事免許(1)3578

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂きました㈲アーキテック工洋の中山大樹と申し
ます。入会に際し、ご指導とご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。弊社は、宇部地
区を中心に建設業に携わってまいりました。これから不動産業に関わることにより、一層お客様の
為に、地域の為に貢献していければと考えます。
　会員の皆様には今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
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早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）

○入会者
　１．中山　大樹 ㈲アーキテック工洋 新規入会
　２．中山ひとみ 　　　　〃　　　　　　  　  〃　　

（専任取引士）
　３．和田　一雄 ㈲アイリス不動産 専任取引士変更
○退会者
　１．土井　　始 富士産業㈱ 廃　業
　２．荒瀧　裕生 ㈲アイリス不動産 専任取引士変更
○所在地変更
　１．アズプランニング
　　　　　　　　新　山陽小野田市中川3丁目4-1
　２．㈱コムズコーポレーション
　　　　　　　　新　宇部市浜町1丁目2-6
　３．㈱田村ビルズ宇部店
　　　　　　　　新　宇部市東藤曲1丁目6-15

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

㈲第一不動産商事 Ｈ29．11． 5 Ｈ29．10． 5
峰不動産 Ｈ29．11． 8 Ｈ29．10． 8

キ ハ ラ Ｈ29．11． 8 Ｈ29．10． 8

㈱美祢工務店 Ｈ29．12．10 Ｈ29．11．10

興和開発㈲ Ｈ29．12．16 Ｈ29．11．26

坪内建設㈱ Ｈ30． 1．23 Ｈ29．12．23

㈱ジオパワーシステム Ｈ30． 2． 6 Ｈ30． 1． 6

嶋田工業㈱ Ｈ30． 3．20 Ｈ30． 2．20

石本住販 Ｈ30． 5．16 Ｈ30． 4．16

平成29年度 第１回宇部支部研修会開催
法務委員長　土 岐 山 雪 絵

　平成29年６月27日㈫ 国際ホテル宇部にて行われまし

た。すでに猛暑といってもいいくらいの暑さの中、ホテ

ルの中は涼しいとはいえ、予定人数を大幅に上回り、何

度も椅子を追加してもらいました。

　第１講は、中国労働金庫ローンセンター宇部の支店長 

守田正之様をお迎えして『住宅購入の夢を叶える新制度

について』　わかりやすくざっくばらんに新制度のお話

をしていただきました。短い時間でしたがとても濃厚な

お話でした。

　第２講は、春口司法書士事務所より春口剛寛先生をお

迎えして『成年後見と家族信託について』　成年後見と家

族信託（民事信託）のメリット・デメリット、事前に会

員からとったアンケートによる質問に書面と口頭とで説

明をしていただき、答えにくい金額例や登記上記載例等

も消極的な財産管理と積極的な財産管理としてお話して

いただきました。非常に高度なお話で脳みそにしわが増

えたような気がします。

　第３講は、㈱クレデンス西日本統括部より渡邊義之様

をお迎えして『民法改正に

対応した家賃保証会社のご

紹介』　クレデンスさんの

特色とメリットについて分

かりやすく説明いただきま

した。

　第４講は、㈱ASSOCIAより入口泰之様をお迎えして『提

携少額短期保険のご紹介』　アソシアさんの特色を事故

事例と保険活用術についてお話していただきました。す

でに利用されている会員さんも多く、宅建協会との業務

提携の取り組みについてもお話しされました。

　第５講は、（一社）山口県宅地建物取引業協会 業務委

員長 尾村成一様をお迎えして『業法改正に伴う中古住宅

のインスペクションと瑕疵保険について』　非常にわか

りづらい話を業者目線でホワイトボードにてわかりやす

く説明していただきました。理解しづらく、大丈夫かし

ら・・。みんなが不安に思っています。今回のようなわか

りやすい研修を重ね、なんとか理解して施行までには説

明できるようになりたいものです。

　あれもこれも詰め込んだ濃厚な研修で、長時間にわた

り皆様大変お疲れさまでした。多くの方に参加いただき、

そして最後まで帰

られる方もほとん

どおられず感謝、

感謝でした。
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「山口市住生活基本計画」スタート
山口支部長　西 村 俊 爾 

　平成29年７月27日、「山口市住生活基本計画策定委員

会」の第１回委員会が11人のメンバーでスタート致しま

した。委員会は山口市の住生活の安定の確保及び向上に

対する施策の方向性を定めるにあたり、委員の意見を計

画に反映させるために設置されました。

　これに先立ち山口市は平成29年３月、住生活基本計

画に係る基礎調査をまとめています。私達山口市民に

とっても、又、宅建業に関しても参考になる資料ですの

で、その一部をピックアップしてみたいと思います。

　まず、山口市は人口約19万人、市域面積は約1,023㎢、

中国地方の中では面積は庄原市に次いで２番目の規模と

なっています。歴史としては平安時代中世に守護大名大

内氏が山口市を含む周防・長門を拠点に石見や筑前など

七ヶ国を支配する西国一の勢力を誇っており、山口盆地

に居館を移し、京都に似た地形から都を模したまちづく

りを行い、「西の京」と呼ばれるようになりました。その

後、大内氏から毛利氏へ支配が移り、地方都市へと衰退

していきました。激動の幕末、藩主毛利敬親が山口政治

堂（現在の山口県庁）で政務を行い、山口は再び防長の中

心となり、幕末維新の震源地として時代を動かしていき

ました。明治４年、廃藩置県により山口市に県庁が置かれ、

周辺町村と合併を重ね、2005年10月に山口市、小郡町、

秋穂町、阿知須町、徳地町の１市４町が合併、更に2010

年１月16日に阿東町と合併して新しい「山口市」となり

ました。さてここから山口市の住宅の現況を見てみます。

●住宅の所有関係

　山口市の住宅所有関係別世帯では持家世帯の割合が多

く、平成27年度では60.8％を占めています。民間借家

の割合は平成12年と平成27年を比較して1.6ポイント上

昇しており、平成27年では31.9％を占めています。持

家比率は近年均衡を保っており、山口県平均と比較して

借家世帯の割合が高くなっています。

●住宅の建築時期

　昭和55年以前に建てられた住宅のうち、半数以上は

木造で、これらの住宅については耐震化していない住宅

が多く含まれています。昭和56年以降の新耐震施行以

降は非木造住宅（鉄骨・ＲＣ等）が木造住宅を上回って

います。

●新設住宅の状況

　最近９年間の新設住宅の着工件数で見ると持家の着工

棟数は、ほぼ横ばいで推移していますが、借家について

はこの９年間で469件から924件と大きく上昇していま

す。近年は持家より借家の建設が上回っています。新設

住宅の持家と借家の戸あたりの床面積は、平成26年度

では持家住宅の平均床面積は119.3㎡、借家の床面積は

50.3㎡となっており、８年前と比べて持家住宅は縮小、

借家住宅は拡大傾向にあります。

●空家の状況

　山口市では平成５年から平成20年で空家数は３倍に上

昇、住宅総数の15.6％となり、又、不良空家は山口市が

平成28年度に実施した空家実態調査によると、空家数は

4,399件（賃貸住宅の空室戸数は含まない）を確認してお

り、その内訳は　①目立った損傷は認められない…1,680

件、②管理が行き届いておらず、比較的小規模の修繕が

必要…1,141件、③不良度が進行しているが大規模修繕

までは要さない…819件、④不良度が進行しており大規

模修繕が必要…379件、⑤不良度が著しく進行しており

大規模修繕や、解体が必要（調査不可を含む）…320件。

　実に住環境に悪影響を与える不良住宅は320件に達し

ています。

●居住水準

　平成25年住宅統計調査による最低居住面積水準未満
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世帯を見ると、持家の水準未満世帯はほぼ解消され、山

口県平均を下回っています。ただ借家の水準未満世帯率

は11.5％となっており、平成15年より上昇し、特に民

間借家の比率が３倍となっており、これはワンルームな

どの単身向け住戸の増加が要因と考えられます。

（参考）住生活基本計画における最低居住面積水準

　　　単身…25㎡　　２人…30㎡　　

　　　３人…40㎡　　４人…50㎡

　山口市の年齢別の人口推移では、65才以上人口（老年

人口）が１〜14才人口（年少人口）を上回り、高齢化が

進行しています。15才〜64才人口（生産年齢人口）の実

人口は微減しています。65才以上人口の比率は平成27

年国勢調査では27.3％となり、山口県平均の32.1％は下

回っていますが、全国平均の26.3％を上回っています。

又、高齢化比率に於いては前期高齢者（65才〜74才）と

後期高齢者（75才以上）の割合では後期高齢者が伸びて

おり、平成27年には前期高齢者比率が13.5％、後期高

齢者比率は13.8％と拮抗し、その後、高齢者比率はます

ます上昇し、後期高齢者比率が前期高齢者比率を大きく

上回ると予想されます。

　又、山口市の世帯数は世帯人員の低下とともに高齢

単身世帯は増加傾向にあり、平成12年から27年の間に

8,741世帯増加となっています。

　今後の推計値は世帯数の増加傾向は平成27年〜32年

にはピークを迎え、その後は減少傾向が続くと予想され

ます。

　「山口市住生活基本計画」は平成30年３月までに３回の

委員会を計画しており、基本方針の検討、重点施策の検討、

住生活基本計画（案）について等を予定しています。

 新入会員のご紹介

株式会社　長州興業
代表取締役　 渡邉　智明

〒754-0002　山口市小郡下郷1212番地の４
TEL 083-972-2521　FAX 083-972-9671
山口県知事(1)3541

　この度、山口県宅建協会 山口支部に会員の皆様方のご協力を頂き、入会

致しました株式会社長州興業の渡邉智明と申します。

　小郡を拠点に、建設業、タクシー事業、不動産事業を通じて山口の発展に

貢献できるように努めて参りますので皆様のご指導、ご鞭撻の程宜しくお願

い致します。

㈱長州興業
本社
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平成29年度第１回山口支部研修会開催
法務委員　小 林 儀 貞 

開催日　平成29年６月20日㈫
場所　セントコア山口
出席者　56名

第１講　「譲渡所得関係について」
講師　　山口税務署　岩戸　次男　様

　平成29年度は不動産に関する大きな税制改正はなく、
平成28年度改正の「被相続人の居住用財産に係る譲渡所
得の特別控除の特例の創設」について再度説明、及び平
成26年４月１日以降の不動産譲渡に関する契約書の印
紙税、領収書の非課税範囲の拡大、また、今年４月以降
自然災害被害者の作成する契約書等の印紙税の非課税措
置についての説明があった。税法は時限立法が多く、常
に理解しておくことが重要です。お客様に対し間違いの
ない説明が必要である。

第２講　「賃貸不動産における孤独死の事故例と備え方」
講師　　㈱宅建ファミリー共済　井土　茂　様

　具体的なデータや実例を基に現在の日本社会の現状と
将来の予測の説明があり、リスク回避の方策や大家、管
理会社の対処方法、孤独死の予防対策等の説明がある。
高齢化社会が急速に進む中、孤独死は益々増加すること
は間違いない現実です。我々業者も十分な対策を取って
おく必要があります。欠席された会員さんは㈱宅建ファ
ミリー共済に問い合わせてみてください。

第３講　「違反対象物の公表制度について」
講師　　山口市消防本部　伊藤　勝彦　様

　平成30年４月１日より不特定多数の方が利用する建
物や病院、福祉施設などを対象に違反建物を関係者に通
知後、14日を経過しても是正されない場合、違反建物
として山口市ホームページで一般に公表されます。建物
管理者や物件オーナーは
屋内消火栓、スプリンク
ラー設備、自火報設備等
で違反建物として公表さ
れることのないよう、再
度点検が必要です。

第４講　「そもそもからはじめよう」
　　　　―改正宅建業法のポイントー
　　　　　　　　講師　（一社）山口県宅建協会　　

　山口支部　西村　俊爾　支部長
　平成29年４月１日より改正済の宅建業法の説明と平
成30年４月１日施行の改正宅建業法について、国交省
の「既存住宅インスペクションガイドライン」を基に説
明があった。全宅連と国交省との間に齟齬があるが、平
成30年４月の施行までには時間的余裕はなく、研修を
重ね、全会員が理解し、間違いのない重要事項説明をす
ることが必要となります。又、今後の業界の展望や不動
産に関するカタカナ用語の解説資料が配布され、出席者
には大変参考になったものと思われます。

　年４回の支部研修は我々業者にとって法令遵守や情報
収集の為の重要な行事です。今回出席された方は再度資
料を確認され、又、出席できなかった業者さんは研修内
容を確認され業務に役立ててください。
　次回の研修は11月14日を予定しています。業者の皆
様のより多くの参加をお待ちしております。
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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

◎代表者変更
・旭建設工業㈱ （新）吉岡　秀成
 （旧）石光　利成
◎代表者変更（専任取引士変更）

・㈱スクエア山口大内店 （新）山本　佳司
　　　　　　　　　　 （旧）深田　　亮

◎代表者氏名変更
・㈲下野エステート （新）下野　豪司
 （旧）佐々木豪司

会　員　の　動　き

免 許 更 新 の お 知 ら せ
商　　　　　号 免許有効期限

㈱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　

つちや産業㈱ H29．12．20　

㈲松倉不動産 H29．12．27 

平成29年度第１回山口支部ゴルフコンペ開催
ゴルフ幹事　山 野 宏 治

　去る６月７日㈬ 、泉水原ゴルフクラブにて、平成29
年第１回宅建協会山口支部ゴルフコンペが参加者20名の
もと開催されました。
　この日は、朝から降り出した雨がやむことなく、午後
からは更に雨脚が強くなる予報がでていましたので、18
ホールをスルーでまわることにしました。
　こんな最悪のコンディションの中、やはり実力者の平
連社長（ホーム不動産）は84
のベスグロスコアを出し見
事優勝！おめでとうござい
ます!!
　次回の開催は９月下旬を
予定しております。初参加
の方も大歓迎です。
　大勢の方の参加をお願い
します。

優勝　平連　嗣騎　グロス84　HDCP10.8　NET73.2
　　（㈲ホーム不動産）
２位　白川　拓也　　　　95　 21,6　 73.4
　　（ミサワホーム中国㈱）
３位　蔵増　卓朗　　　　99　 25.2　 73.8
　　（㈲クリーン山口）

商　　　　　号 免許有効期限

㈲大機産業 H30． 1．23

㈱不動産管理サービス H30． 1．29

㈲長井不動産 H30． 2．28
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不動産研修会開催
法務委員　古 河 和 子

　平成29年７月25日㈫13時30分より、デザインプラザ
防府４階研修室にて、防府支部の第１回不動産研修会を
行いました。 
　第一講は、「既存建物耐震診断から耐震改修工事につ
いて」 〜耐震基準適合証明書と取得まで〜 
という題目で、一級建築士であり、防府市の耐震診断員
でもある、㈲和建築設計事務所　所長　原田和彦様に、
防府市の補助金事業「住宅・建築物耐震化促進事業」に
ついて、これまでの実例をもとに耐震診断法や補強計算、

耐震費用に関してもお話し頂きました。
　中古住宅を売りたい・買いたいとお考えのお客様から、
耐震診断、耐震改修について補助金を使いたいと相談を
受けた時に、的確なアドバイスが出来ることは、私たち
会員の信頼に繋がることになり、とても意味ある研修と
なりました。 
　第二講は、「防府支部検索サイトについて」 
㈱エムアンドエル　宮崎俊行様、防府支部ＩＴ委員会　
中司仁史さんより、10月２日より移行される防府支部
物件検索サイトのリニューアルについて、新しくなるデ
ザインやデータの登録方法、移行スケジュール等の説明
がありました。 
　ハトマーク山口へ物件を登録することで、防府支部の
サイトへ自動的に情報が登録されるシステムは、これま
でより業者間やお客様へより多くの情報を提供できるも
のとなります。物件登録に関して不明な点については、
これからも研修等を行っていきますが、研修についての
詳細は防府支部へお問い合わせください。 

空き家バンク登録研修会開催
法務委員　古 河 和 子

　平成29年7月27日㈭13時30分より、防府支部会議室
にて、「空き家バンク登録研修会」を行いました。 
　防府市役所　総合政策課　田中様、渋谷様より、空き
家バンクについてや登録手続き方法について大変丁寧に
説明していただきました。 
　予想を上回る参加の多さに、会議室は椅子が足りない
くらいに・・・ 
　防府市の空き家バンクに登録することで、全国の移住
希望者に物件情報を発信することが出来、自社物件の契
約に繋がることを意識されておられる会員さんが多いか
らだと思います。 
　今回は、総合政策課の方に以前よりお願いしていた、
山口県や防府市の様々な補助金についての資料も配布し
ていただきました。 

　補助金資料について必要な会員さんは、防府支部また
は総合政策課へお問い合わせ下さい。 
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 新入会員のご紹介
田中建設㈱山口防府店
店　　　長　 佐々木哲也

〒747-0805　防府市鞠生町6-6
TEL 0835-28-1900   FAX 0835-28-1905
山口県知事(2)3363

　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中建設㈱山口防府店の
佐々木哲也と申します。
　弊社は、防府市を中心に注文住宅・分譲住宅事業を行い、お客様の笑顔があふれる家づく
りに全力で取り組みます。
　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。

㈲ファーストリビング
取締役社長　 吉松　　稔
専任取引士　 藤井　恵子

〒747-0834　防府市大字田島526-2
TEL 0835-28-1523   FAX 0835-28-7044
山口県知事（3）3191

　この度、周南支部より防府支部に移動してまいりました(有)ファーストリビングの吉松　
稔と申します。
　弊社は、土地、新築・中古住宅等の売買、仲介を行っていきたいと考えております。
　会員の皆様には、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

◎代表者変更
　・中村建設㈱ 中村　明人 → 中村　卓雄　　　　　　
◎支店長・専任取引士変更

・㈱スクエア防府支店 國本　孝志 → 深田　　亮
◎退会　　　　　　　　　　

　・大成不動産 　正　会　員　　片山　哲也
　・天満屋 　正　会　員　　山下　広助　
　　　　　　　　　専任取引士　　山下　秀仁

会　員　の　動　き

㈱Ｋ・オール
代表取締役　 田村　貴治

〒747-0811　防府市車塚町5-9　2Ｆ
TEL 0835-28-0777   FAX 0835-28-1535
山口県知事(1)3584

　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(株)Ｋ・オールの田村貴治
と申します。
　弊社は、主に店舗・オフィス・倉庫等の事業用物件の取り扱いを行っていきたいと考えて
います。
　地域に貢献できる会社に成長できるように、頑張っていきたいと思います。
　会員の皆様には、今後ともご指導を宜しくお願い致します。
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周南shunan

平成29年度価格査定について
業務委員長　佐 野 　弘

　今年も７月13日に支部会員33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

直し作業を行いました。周南支部の価格査定ポイ

ントは旧徳山、新南陽・下松・光・大和・熊毛で

927ポイントです。昨年より、より精度の高い査

定を目指して１地域当たりの担当人数を増やすた

め査定地域の見直しをしており従来の５地域５班

から４地域４班の体制での査定作業といたしまし

た。そのため１班当たりの査定ポイントが増加し

たため作業の皆様のご負担が増えましたが予定時

間内に作業していただきました。今回初参加の方、

従来からご参加いただいております会員の方々、

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。価格査定システムは宅建業法上の「宅

地建物取引業者が価格又は評価額について意見を

述べるときの根拠」となり大変有用なシステムで

す。周南支部でも前年の1075件から昨年は1671

件と前年と比べまして約1.5倍のご利用をいただき

ました。今後さらなる価格の信憑性向上の為、見

直し作業には会員様多数のご参加をお願いいたし

ますと共に益々のご利用をお願いいたします。
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支 部 だ よ り

周南支部・北海道親睦旅行記【平成29年7月4日㈫～7月6日㈭】
総務委員　小 林 拓 宏 

　7月4日午前8時、小雨の中バスは周南支部を広島空港
へ向かって出発した。朝のニュースで台風3号が長崎に上
陸し山口県も風雨が強まるとも、バスは影法師を踏むよ
うに空港へそれから北海道へと台風からの逃避行のよう
だ。しかし新千歳空港で着信に気づき折り返し電話する
と下松の造成地隣接地主だった。「あんたの方の土地から
さっきの大雨でうちに庭に土砂が流れ込んだ、すぐ来て
除去しろ」最悪だ。ボヤキはこれ位で気を取り直し「人生
楽しんだもん勝ち」小樽石原裕次郎記念館を見学し青春
時代を懐かしむ、でも8月には閉館するらしい。「夏の思
い出に廃線を歩く」で人気一位の国鉄手宮線、見つけま
した線路の上で遊んだり歩いたり跡地整備で観光資源に、
我が地での想を馳せる「おっと集合時間、北一硝子忘れて
た」ホテルは狸小路ど真ん中ワクワクが止まらない。翌
日からはゴルフ組と観光組に分かれ、私は勿論観光。な
んたって北海道はワインやビール工場見学で試
飲コースが必ず組み込まれていて至福の時間が
味わえる。目玉は旭山動物園だったけど残念時
間が短すぎた。参加者全員で夕食会場の「ノア
の方船」で歩いて移動なんか楽しそう。レトロ
な外観の店の海鮮焼きで乾杯。子供の腕くらい
はあろうか正真正銘ズワイ蟹、生まれて初めて
の美食に焼酎がどんどん進む。参加者多い方が
楽しい来年はご一緒に。ゴルフ結果は以下のと
おり。7月7日早朝にスコップを握り汗を流した
のでご安心ください。

7月5日㈬　北海道クラシックゴルフクラブ
　優勝 エルクホームズ㈱ 清水　巧 グロス80 ネット71.6
　２位 中四国セキスイハイム不動産㈱ 
  熊谷匡悦 グロス93 ネット72.6
　３位 ㈲オートラック 大森栄作 グロス88 ネット73.6

7月6日㈭　札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース
　優勝 ㈱ファノス 岡村英之 グロス82 ネット73.6
　２位 三和土地建物㈱ 池田周太 グロス86 ネット74.0
　３位 マット㈱ 松浦哲也 グロス85 ネット74.2
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岩国iwakuni

支部講習会開催
法務委員　田 中 孝 敏

　平成29年７月13日の午後２時より午後５時10分まで、
支部講習会が、岩国市福祉会館にて開催されました。
　多くの会員様が参加され、支部長より先日九州で大雨
による災害があり、岩国もいつ起こるかわからないので
土砂災害警戒区域の調査が大事であることとか、これか
ら宅建業法が改正され、来年４月からインスペクション
が必要なことや、２年先には民法が改正され保証人の極
度額が必要になるので、家賃保証会社のことも考えなく
てはならないことなどの話による挨拶から始まりました。
　第１講は、「譲渡所得関係や居住特例について」の話を
45分間、岩国税務署個人課税第３部門統括国税調査官の
実藤仁志様よりして頂きました。
　第２講は、「人権について」の話を１時間、山口県環境
生活部人権対策室の小田村様と山口県住宅課民間住宅支
援班の山田義照様にして頂きました。我々が不動産業者
ということで、特に同和問題について、例をあげ、詳し
く説明して頂きました。

　第３講は、「障害者・高齢者の支援について」の話を30
分間、地域生活支援センタートライアングルの吉村純広
様と岩国市役所健康福祉部高齢者支援課の浴中裕子様に
して頂きました。他に中村様、杉岡様、森岡様も来られ、
多くの方がこの仕事に携わっていることが良くわかりま
した。
　第４講は、「民法改正に対応した家賃保証会社の紹介」
の話を20分間、㈱クレデンスの渡邊義之様よりして頂き
ました。その後「提携少額短期保険の紹介（新プランの紹
介）」の話を10分間、㈱あそしあ少額短期保険の入口泰之
様にして頂きまし
た。
　気温35度とい
う暑い中、長時間
講 習 と い う こ と
で、皆様本当にご
苦労様でした。

納涼情報交換会開催
法務委員　田 中 孝 敏

　平成29年7月13日の午後5時半より午後7時半まで、納
涼情報交換会が、岩国シティビューホテル9F（ASIA）で
行われました。この前に行われた支部講習会の講師の方々
も一緒に参加して頂いて、70名以上の会員様と混じって
いろいろな話をしながら、楽しく食事を頂きました。
　今年は気温が高かったので、特に生ビールがおいしかっ
たです。
　毎年恒例の行事なのですが、今年も本当に人数が多く
て皆さん大きな声話しをされて、迫力がありました。
　ここに来る前、3時間以上も講習を受けていたにも関
わらず、みなさん本当に元気で、2次会に流れる方も多
数おられました。
　長い１日でしたが、お疲れ様でした。
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　岩国駅前の中心市街地を活性化するため、数年前に設
立された「株式会社街づくり岩国」を中心に活動が行わ
れておりました。大分市を成功に導いた牧昭一氏を顧問
兼事業統括アドバイザーとしてグランドデザインが仕上
がり、地権者との本格的な交渉をするに当たり、不動産

業者の協力が不
可欠だというこ
とから当協会と
して「中心市街
地活性化不動産
業者の会」を立
ち上げました。
　平成29年５月

25日㈭　15:00から協会会議室において第１回の会合を
実施しました。当協会側より17会員、「株式会社街づく
り岩国」より後田雅伸社長以下４名が参加されました。
主にグランドデザインの説明と今後の不動産業者として
の心構え、空きテナントの情報や地権者が自身の土地を
どのようにしたいのか（売却・借地）という情報提供の
依頼がありました。
グランドデザインが出来上がったことから、地権者がバ
ラバラに契約することなく「株式会社街づくり岩国」が
司令塔の役割を果たしていくことにより地価も上昇する
ことが予想されるということでした。（大分では実際に
上昇したそうです）
　今後も定期的に会合を開催する予定です。

第１回中心市街地活性化不動産業者の会開催
中心市街地活性化不動産業者の会　会長　見 室 宜 彦

 新入会員のご紹介
株式会社　西部　不動産事業部
部　　長　 末廣　達郎

〒740-0017　山口県岩国市今津町１丁目18-18
TEL：0827-28-6787　FAX：0827-28-6788
山口県知事(２)第3395号

　この度、山口県宅地建物取引業協会岩国支部に入会させていただきました
株式会社西部　不動産事業部の末廣と申します。入会に際し、ご推薦頂きました方々及び支部関係者
の方々に厚く御礼申し上げます。
　私は昨年９月にそれまで14年余りお世話になりました（株）東洋地所を退職し入社いたしました。本
社の錦見に勤務しておりましたが、当社エクステリア部門の大竹移転に伴い今津へ支店開設の運びと
なりました。私たち不動産の仕事は、物件と人を同時に結いでいく仕事だと思っています。今まで以

上にハートフルな仲介・売買を目指して頑張っていく所存です。今後ともご指導・ご支援よろしくお願い申し上げます。

　平成29年7月6日の午前10時より午後2時半まで、平
成29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。
　全部で27名の会員様が、4班に分かれ、それぞれ竹之
内さん、斎藤さん、松前さん、塩田さんをリーダーにして、
かなりの数の事例地を評価致しました。今回は、既存の
事例地は協議して決め、新しいポイントは、一人ひとり、
相場を伝え、一番高い金額と安い金額を消して、残りを
平均するという風にして、決めました。
　なるべく早く終了しようと頑張りましたが、やはり結構
時間がかかり、いつもながら皆様本当にお疲れ様でした。

事例地見直し作業について
法務委員　田 中 孝 敏
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柳井yanai

平成29年度第２回情報交換会
　平成29年８月21日（月）に平成29年度第２回情報交

換会を支部事務局にて開催いたしました。第１回目に続

き今回も柳井市役所より総合政策部地域づくり推進課 

川井氏と木元氏をお呼びして地域活性化の為の空き家の

有効活用について協議しました。参加された９名の空き

家対策事業登録会員の皆様には物件のご相談や調査等ご

協力頂き、また空き家バンクを円滑にする為のご意見や

情報を交換され、お忙しい中ご参加頂きましてありがと

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年度第１回支部研修・親睦会開催
　平成29年９月５日（火）午後２時45分より柳井クルー

ズホテルにおいて柳井支部研修会が開催されました。当

日は26業者28名の方が出席されました。

　第１講は「不動産の表示規約と改正点について」中国

地区不動産公正取引協議会 主任 宗平英克氏にお越し頂

き１時間講演頂きました。

　第２講は「人権について」山口県環境生活部 人権対策

室 主幹 小田村清氏、山口県土木建築部 住宅課 主査 山

田義照氏にお越し頂き宅地建物取引業における人権に関

する取組、人間尊重の基本についてご講義頂きました。

皆さん熱心に講習を受けておられました。

　研修会終了後に親睦会を開催しました。出席者は20

名で、中村理事が司会を務められました。主計支部長の

挨拶、乾杯のご発声で始まり、皆様楽しく歓談と食事を

楽しまれました。４年ぶりとなる親睦会では新入会員の

方とも初めての交流会となりビンゴゲームやジャンケン

ゲームでは大いに盛り上がりました。
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　介護施設としての利用を目的に建物を賃借した

ところ、検査済証が未交付であったこと等から、

用途変更確認申請ができず、施設を開設できな

かったことから、賃借人が、賃貸人には使用収益

させる義務違反、媒介業者らには調査説明義務違

反がそれぞれあったとして、賃貸人と媒介業者に

支払済賃料・工事代金等の支払いを求めた事案に

おいて、検査済証がないことを理由に、同一目的

の賃借希望者が賃借を見送っていたことを知る媒

介業者には、その旨を賃借人に説明する義務が

あったとして、その請求の一部を認めた事例（東

京地裁平成28年３月10日判決一部認容　ウエス

トロー・ジャパン）

１　事案の概要

　平成25年４月頃、Y１（被告・個人）は、A社が

施工した東京都B区内の建物（平成12年築）の１

階店舗部分について、A社の関連会社である宅地

建物取引業者Y２（被告・法人）に対してテナント

斡旋を依頼していた。一方、介護事業者のX（原告・

法人）は宅地建物取引業者Y３（被告・法人）に対

して、介護施設用物件の探索を依頼していた。

　同年７月、Y２及びY３の媒介により、Y１を賃

貸人、Xを賃借人とする本件建物の賃貸借契約が

締結され、本件建物がXに引渡された。Xはその

直後から内装工事に着手した。同年８月にXが所

轄消防署に訪問した際に、B区建築課と協議する

ように指示されたため、同課を訪問したところ、

床面積が100㎡を超える場合には用途変更が必要

になる旨の説明を受けた。Xは、同年11月に内装

工事を完了させるとともに、施設開業の申請をす

るために、Y３を通じてY２に、建物の確認済証

と検査済証の提出を要請したところ、確認済証は

あるが、検査済証はないとの回答を受けた。同年

12月にXは、建築士に調査を依頼したところ、賃

借部分を介護施設として使用するには用途変更の

確認申請が必要になるが、検査済証がないため現

状ではその申請ができないこと、その対応として、

建築基準法上の調査報告制度の利用が考えられる

が、建物の現況が建築基準法等に適合しない点が

あることが指摘された。これを受けてXはY１に

対して、介護施設開業に向けてどのように対応す

るか回答を求めたところ、Y１は、介護施設とし

て使用可能にする義務はない旨回答した。

　平成26年３月、XはY１・Y２及びY３に対して、

内装工事費用や支払済賃料、仲介手数料、逸失利

益等として、１億1125万円余の支払いを求めて

本訴を提起し、同年10月に建物を明渡した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、XのY１に対する

請求を棄却する一方、Y２及びY３に対する請求

を一部認容した。

⑴　Y２及びY３の注意義務違反について

－検査済証の説明義務－

建物賃借人が利用目的を達することができなかったこと
について媒介業者に注意義務違反が認められた事例

（東京地判　平28・3・10　ウエストロー・ジャパン）葉山　　隆

最近の判例から

26



　Y３は、Xの使用目的が介護施設であったこと

を認識しており、Y２から他の介護施設としての

利用目的での照会があった相手先に、検査済証が

ない旨を告知するとするとすべて見送られていた

ことを聴取していたが、Xにこれを伝えていなかっ

たことが認められる。

　仲介業者であれば、使用目的によっては用途変

更確認が必要となり、その手続きに検査済証が必

要となることは、基本的な知識といえるし、その

知識を欠いていたとしても、Y２からの情報をも

とに介護施設として使用することに疑問を持ち、

その原因を調査する義務を負っていたというべき

である。したがって、こうした障害を知り、ある

いは容易に認識し得たのに、これを借主に告知し

なかった仲介業者の委任契約上の責任は否定でき

ない。

　Y２は、Y３に検査済証がないことを伝えてい

たことは認められるが、そのことを聞いたXがあ

えて契約締結を希望することに疑問を持つのが通

常であり、少なくとも賃貸借契約締結の際には、

Xに直接これを伝え、確認する機会があったこと

から、注意義務を履行したことにはならない。

⑵　Y１の債務不履行について

　XとY１の間に、調査報告制度を利用して用途

変更確認を受けられる状態にY１がしておくこと

の明確な合意があったわけでもなく、Y１はXに

建物を現状有姿で引渡せば足り、Y１に債務不履

行があったとは認められない。

⑶　損害額について

　Y２及びY３が賠償すべき損害の範囲は、Xが本

件建物で介護施設を開業し得ると信頼したことに

より支出した費用に限られ、逸失利益はこれに含

まれず、また、Xが建築士に建物調査を依頼した

以降に支出したものも、同様である。したがって、

Y２及びY３の注意義務違反と相当因果関係があ

る損害は、支払済賃料、仲介手数料、内装工事費

用等4155万円余なる。

　ただし、用途変更確認申請は、本来工事に着手

する前にXにおいて行わなければならない手続で

あるから、工事が完了するまでそれを放置したX

に、上記損害の発生ないし拡大について、一定の

過失があることは否定できず、その過失割合は、

３割とみなすのが相当であり、XがY２及びY３に

請求し得る金額は、2909万円余と弁護士費用の

一部の計3199万円余となる。

３　まとめ

　本件は、賃借人の使用目的（介護施設）の達成

が不可能（もしくは著しく困難）であることを媒

介業者が認識していたにもかかわらず、これを賃

借人に説明しなかったことの注意義務違反が認め

られた事例である。

　一般論としては、建物や建築の専門家ではない

宅建業者には、特段の事情がなければ、建物の遵法

性を調査する義務まではないと言われている。し

かし、本事案では、同じ使用目的での賃借希望者が、

検査済証がないことを告げると、悉く賃借を見送っ

ていたことを媒介業者が認識していた事情がある

うえ、これを賃借人に告げなかったことに双方の

媒介業者の責任が認められることとなった。

　平成30年4月施行の宅建業法改正において、重

要事項説明書に検査済証の有無を記載することと

された（施行規則16条の2の3）ことから、その後

は本事案の様なトラブルは減少するとも思われる

が、媒介業者としては、当事者の誤解を招かぬよ

う安全に取引を進めるためにも、改正を待たずに

積極的にその説明を行うことも必要であろう。

（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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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12月12㈫
■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㈬

■日　　　時：平成30年２月13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６月12日から平成30年８月12日までの更新の方
■案内発送日：平成29年12月20日㈬

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。

　会員とその従業者の皆様におかれましては、今までどおり（一社）山口県宅建協会主催の取引士法

定講習会を受講されますことをお願い申し上げます。更新の方には当協会よりご案内状を送付してお

ります。発送時期によっては（公社）全日本不動産協会から先にご案内状が届く場合もあり、受講対象

の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、当協会からも必ずご案内状が届きますのでお待ちいた

だけますと幸いです。

【お問い合わせ先】
　　　（一社）山口県宅地建物取引業協会　TEL083－973－7111

取引士の皆様へ

法定講習は山口県宅建協会で受講しましょう！
５年に１度の
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　この度、当協会 上原祥典会長が多年宅地建物取引業

の振興と公共の福祉の増進に尽くされ、その功績に対

し、去る７月10日（月）国土交通省10階共用大会議室

（中央合同庁舎３号

館）において、平成

29年建設事業関係功

労者等国土交通大臣

表彰を受賞されまし

た。

　 栄 誉 あ る 受 賞 を

（一社）山口県宅地

建物取引業協会の栄誉として、皆様にお知らせするとともに、会員一同、

心からお喜び申し上げ、分かち合いたいと存じます。

　会長におかれましてはご自愛ご専一に　受賞誠におめでとうございます。

上 原　 祥 典 会長　国土交通大臣表彰受賞の栄誉

　山口県宅建協会では、毎週土曜日にｔｙｓテレビ山口

で放送される「週末ちぐまや家族」の番組終了直後に、不

動産物件情報サイト「ハトマークサイト山口」のテレビコ

マーシャルを放送しています。ホームページでも流してお

りますので是非ご覧ください。

　賃貸・売買ともにたくさんの物件の登録をお待ち

しております。

毎週土曜日・午前10時20分頃！

　11月は11月23日「ハトマーク空き家無料相談会」
ＣＭを予定しております！

「ハトマークサイト山口」のテレビＣＭ絶賛放送中！
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 防府 (2)3363 田中建設㈱　山口防府店 佐々木哲也

2 岩国 (2)3395 ㈱西部　不動産事業部 末廣　達郎

3 山口 (1)3541 ㈱長州興業 渡邉　智明

4 宇部 (1)3578 ㈲アーキテック工洋 中山　大樹

5 防府 (1)3584 ㈱K・オール 田村　貴治

6 萩 (1)3585 ㈱まちはぐ不動産 戸﨑　　剛

7 下関 (1)3586 ㈱ネオライフ山口 幸野　吉裕

8 岩国 (1)3587 トラスト地所 八木　　勝

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 宇部 (12)855 富士産業㈱ 土井　　始

2 山口 (11)1077 ㈲不動商事 木原　亜弓

3 下関 (4)2603 ㈱シモケン 真部　秀昭

4 防府 (3)3039 大成不動産 片山　哲也

5 下関 (1)3553 ㈱原弘産アパマンショップゆめタウン長府店 岡本　貴文

承　　継

1

旧

下関
(7)2210 ㈱エミアス

継承理由　県知事→大臣 髙木　道之
新

大臣
(1)9165

入　退　会　等

協 会 の 動 き
6月

2 金 西日本不動産流通機構理事会 於 広島 上原

5 月 賃貸不動産経営管理士協議会
運営委員会 於 東京 上原

7 水 やまぐち犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進協議会 於 山口 神田

13 火 第２回宅建取引士法定講習会 於 会館 清水

15 木 試験事務説明会 於 大阪 西村、神田

16 金

中国地区不動産公正取引協議会
理事会

於 岡山

出席者４名

中国地区不動産公正取引協議会
総会 出席者10名

22 木 西日本不動産流通機構定時総会 於 広島 上原、尾村
大林

29 木 全宅連50周年・全宅保証45周年
記念式典 於 東京 出席者４名

30 金

全宅保証定時総会

於 東京

上原、西村
神田

全宅連定時総会 上原、西村
神田

全宅管理定時社員総会 松村　

7 月

7 金 第２回業務委員会 於 会館 出席者12名

11 火 第２回総務委員会 於 会館 出席者10名

13 木 第２回法務委員会 於 会館 出席者７名

14 金 宅建協会人材育成担当者会議 於 東京 上原、神田

7月

20 木 苦情申出に係る事情聴取会 於 会館 白川、西村

21 金 全宅連中国・四国地区連絡会 於 広島 上原

24 月 賃貸不動産経営管理士協議会運営
委員会 於 東京 上原

29 土 山口市空き家セミナー・無料相談会 於 山口 尾村、山野
野村

8月

3 木 西日本不動産流通機構企画システ
ム委員会 於 福岡 尾村

4 金
山口県ゆとりある住生活推進協議
会総会 於 山口 境田

全宅連中国地区会長会 於 広島 上原

8 火 第３回宅建取引士法定講習会 於 会館 土岐山

21 月 賃貸不動産経営管理士講習
（１日目）

於 会館 西村、竹之内
土岐山

22 火 賃貸不動産経営管理士講習
（２日目）

23 水 都道府県協会長・本部長合同会議 於 兵庫 上原

25 金 第３回業務委員会 於 会館 出席者10名

26 土 防府市空き家セミナー・無料相談会 於 防府 中川、神田

29 火

第１回苦情・弁済業務委員会

於 会館

出席者８名

平成29年度不動産無料相談所
相談員研修会 出席者35名

31 木 試験事務説明会 於 岡山 西村、神田
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支部お薦めシリーズ
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山口支部

時事
 雑想

　帝王ジャックニクラウス

は言います。「ゴルフ場では、

良い人柄と良いスイングしか

役に立たない」。ゴルフをさ

れる方はお分かりになられる

と思いますが、良いスコアで回れた日の帰路は、心地よい

疲労感と充実感に何とも幸福な気持ちになります。しかし、

それよりもゴルファーにとって喜ばしいこと、それは半日

という長い時間を共有し、互いに競い、高めあった同伴競

技者と別れる際に掛けられる「ありがとう。また、一緒に回

りましょう」の一言ではないでしょうか。ゴルファーとして

最も誇らしい瞬間だと思います。

　仕事においても同じことが言えるのではないかと。例え

ば、ひとつの仕事を終えたとき、その利益額だけではなく、

お客様よりの感謝のお言葉や共同で仕事をさせていただい

た同業他社様よりの「ありがとう。また、一緒に仕事をし

ましょう」の一言。この言葉がいただけるよう、日々人柄

を磨き、不動産業者としての成長に鋭意していきたいと考

えます。

山口支部　平　連　嗣　騎

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

龍福寺本堂（重要文化財）　　　所在地：山口市大殿大路119番地
もみじの枝間から漏れてくる柔らかい日の光、趣のある石畳の

参道を行けば、「瑞雲山」と書された威厳ある佇まいの山門が訪問者
を出迎えます。姿勢を正し、その門をくぐれば、正面には圧倒的な
存在感の本堂。

ここ龍福寺は、かの大内氏の菩提寺。歴史を紐解けば、建永元年
（1206年）大内満盛が創建した臨済宗の寺であり、かつては宝珠山
瑞雲寺と称していました。延元元年（1336年）に大内弘直の菩提寺
となり、享徳3年（1454年）、大内教弘が雪心和尚を迎え曹洞宗に、
号も瑞雲山龍福寺と改められ、その後、天文20年（1551年）の兵火
により焼失しましたが、毛利隆元の手により義隆の菩提寺として再
興されました。また、明治14年の火災の際に興隆寺（大内氏の氏寺）

の本堂を移設したものが、現在の龍福寺本堂です。
　入母屋造りの桧皮葺き、胴回りが2ｍ近くある大きな丸柱など、当時の大内氏の勢力、財力がうかがえる室町時代
の代表的な寺院建築様式の建物です。中でも内陣と外陣を隔てている格子戸の設えは非常に貴重で、一見の価値があ
ります。また、龍福寺の敷地内には資料館があり、山口県有形文化財の指定を受けている大内義隆画像をはじめ、こ
こでしか見ることの出来ない価値ある資料がたくさん揃っております。
　訪れる者の心を凛とさせ、浄化させる不思議な雰囲気を漂わせる山口の名所、龍福寺。西の京・山口で大内文化を
肌で感じてみては如何でしょう。
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