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平成30年迎春
会 長

新年明けましておめでとうございます。
皆様にあっては、大きな夢と希望を抱き、輝かしい新年
をお迎えになったこととお喜び申し上げます。
平素から、本協会の諸活動に対して、格段のご支援ご協
力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて昨年は、衆議院選挙が行われ、安倍総理率いる自由
民主党が圧勝いたしました。アベノミクスの経済政策や世
界との外交、日本の国土と国民を守る、北朝鮮の核ミサイ
ルの対応策、さらには消費増税分の使途にあたっての幼児
教育無償化等々、しっかりした公約とともに安定した政権
運営に、今後も多いに期待して参りたいと存じます。
今年は九紫火星・戊（ツチノエ）戌（イヌ）は、上昇気流・
激動の年、火の年とも呼ばれています。会員皆様方の心が
火のごとく燃え、会員、役員、職員の皆様が一体となり、
協会の発展、延いては業界の活性化等々、皆様方のご活躍
に多いに期待するところであります。
昨年は賃貸不動産経営管理士資格試験の事前講習会を開
催したところ、60名もの参加をいただき、担当役員、会員
さらには事務局職員の皆様方のご協力を改めて感謝申し上
げます。併せて、国家資格への関心や期待がいやが上にも
高まっていると痛感し、国家資格化に向けて更なる準備を
整えていただき、早急に実現するよう、なお一層のご協力
をお願い申し上げます。
また、ハトマークグループにおける賃貸管理業団体の全
宅管理には、現在全国で約6,000名の会員がいますが、そ
のうち山口県では70数名の方々が加入されているところで
す。こうした中、本年は、全宅管理 山口県支部の設立を予
定しています。賃貸管理業務の重要性、無償管理から有償
管理へ、賃貸管理のお陰で売買仲介や建築、リフォームの
特命等々、ますます期待できる業務でもあります。その他
会員へ向けての支援業務等完備しておりますので、是非と
も入会されますようお願い申し上げます。
さて、いよいよ本年４月１日より施行されます改正宅建
業法については、皆様方も既にご承知のことと思いますが、
建物状況調査（インスペクション）について「媒介契約締結
時」、
「重要事項説明時」、
「売買契約締結時」など３つのタイ
ミングで説明が必要となってまいります。新たな措置につ
いては、体系的な研修を重ね、一日でも早く慣れていただ
くため、より一層サポートして参りたいと思っています。
また、昨年はさまざまな改正法や新しい法律が成立しま
した。賃貸住宅に関する大きな変化は、
「新住宅セーフティ
ネット法」
「民泊新法」
「民法改正」の３つとなっています。
時代が大きく変わっている中、法律も変化しています。当然、
賃貸経営の方法にも変化が求められる、というものです。
１つめの、
「新住宅セーフティネット法」は昨年10月から
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上原祥典

施行されています。設立後３年目を迎える「山口県居住支
援協議会（当協会が事務局）」においても、この住宅弱者の
部屋探しを円滑に行う制度（住宅セーフティネット）の周知
を図るための説明会を昨年末に行ったところです。一定の
条件の下、家賃補助や家賃債務保証料、さらには改修費の
補助等々、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅と
して、行政等による経済的支援・セーフティネット住宅の
登録制度・マッチング及び入居支援の３本柱が、いよいよ
今年から本格的に始まります。
また、山口県による「やまぐち三世代同居・近居パスポー
ト制度」についても、積極的に利用していただき、子育て
世代の応援が行き届き、出生率の向上に寄与できるよう、
会員皆様方のより一層のご協力をお願い申し上げます。
２つめの「住宅宿泊事業法（民泊新法）」は、今年６月か
ら施行されるもので、年間180日という営業制限はござい
ますが、インバウンドの経済的効果は絶大なものと聞いて
います。地方の山口県でも素晴らしい観光名所がございま
すので、是非とも調査・研究し、空き室アパートの経済対
策に役立つよう、一層の努力をして参りたいと思います。
３つめの「民法改正」は２年後に施行予定となっています。
平成29年度の第２回目の本部研修会では、顧問弁護士に
よる講演も予定しています。早いうちから準備し、徐徐で
はありますが慣らして参りたいと思っています。
五郎丸前会長による「ハトマークR住宅」に寄り添った感
のある国土交通省の住宅ブランド「安心R住宅」は、耐震適
合が大前提であり、山口県本部が事業所として認可を受け
るためには、いくつかの問題点をクリアしなければなりま
せん。そのためにも、前向きに検討して消費者の安心と安
全な取引の確保に努めて参りたいと思っています。
最後になりますが、今年は山口宅建の10年後のあるべき
理想の姿としての「ハトマークグループビジョン山口版」を
定め、みんなを笑顔にするために、地域に寄り添い、生活
のサポーターになることを目指し、皆様方と一緒に策定し
て参りたいと思っています。
引き続き、本年もよろしくお願い申し上げますとともに、
会員皆様方のご健勝ご多幸はもとより、事業のますますの
発展を心から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

平成30年

知事年頭あいさつ
山口県知事

村岡嗣政

【はじめに】
明けましておめでとうございます。
すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げ
ますとともに、県民の皆様にとりまして、本年がより良い年
となりますことを、心からお祈り申し上げます。
今年は、明治改元から150年という節目の年です。
県では、明治のチャレンジ精神を今に活かし、未来につな
いでいくため、様々な取組を明治150年プロジェクト「やま
ぐち未来維新」として展開しています。
そして、その中核イベントとして、今年９月14日㈮から11
月４日㈰までの52日間、山口市のきらら博記念公園で「山口
ゆめ花博」を開催します。
会場に咲き誇る1,000万の山口の花。山も海も体感できる環
境を生かしたダイナミックな外遊び体験や、みんなでくつろ
ぐ森のピクニックライフ。心躍る1,000のイベントと体験プロ
グラム。昼はにぎわいと開放感を楽しみ、夜はナイトプログ
ラムで幻想的な光の情景に包まれる。そんな子どもから大人
まで時間を忘れて過ごしてしまう、
「ゆめ」の空間を創ります。
これまでにない感動と驚きを発見できるイベントにより、
県内外から多くの方にご来場いただき、全国に向けて山口県
の新しい魅力と活力を発信していきます。
県としては、この「山口ゆめ花博」の盛り上がりとともに、
明治150年から始まる山口県の新たな150年のスタートを切
り、未来に向けた「人づくり」
「県づくり」に取り組んでいき
たいと考えています。

【結婚・出産・子育て支援、人材育成】
若い世代が希望を叶え、安心して結婚、出産、子育てを
することができるよう、
「やまぐち結婚応縁センター」による
出会いから結婚までのきめ細かいサポートや、
「子育て世代
包括支援センター」による妊娠期から子育期までワンストッ
プでの相談・支援など、社会全体で子育てを支える取組を進
めるとともに、
ワーク・ライフ・バランスの実現等に向けた「働
き方改革」や女性が活躍できる職場環境づくりなどに取り組
んでいきます。

【産業振興・国内外との交流拡大】
今の山口県が直面している最大の課題は、若い世代を中
心とする人口減少への対応です。特に、社会減の流れに歯止
めをかけ、山口県の新たな活力を創出していくためには、本
県の強みを活かした産業振興や国内外との交流人口の拡大
を進めていくことが重要です。

【地域づくり】
人口減少、少子高齢化が急速に進む中山間地域の集落機
能の維持・活性化を図るため、
「やまぐち元気生活圏」の形成
を進めるとともに、中山間地域での雇用の場の創出や移住・
定住の促進に向け、ICT関連企業等のサテライトオフィスの
誘致などビジネスづくりにも取り組んでいきます。

《産業振興》
産業の振興に向けては、これまで「やまぐち産業戦略推進
計画」に基づく取組を強力に推進し、国際バルク戦略港湾や
山陰道をはじめとする社会基盤の整備などが進むとともに、
100件を超える企業の誘致により、2,800人を上回る雇用の
創出を実現しました。
今後も、医療関連、環境・エネルギーなど将来の成長が
期待される産業分野での事業創出や、
水素利活用による取組、
戦略的な企業誘致、意欲ある中堅・中小企業の成長支援や
創業支援、さらには、ＪＡＸＡなど政府関係機関の移転効果
を活かした新たな地域産業の創出などを進めていきます。

【安心・安全の確保】
県民誰もが不安なく暮らせることが県民生活の基本である
ことから、熊本地震等を踏まえ、引き続き防災・減災対策を
強化するとともに、医療・介護提供体制の充実など、県民生
活の安全・安心の確保にしっかりと取り組んでいきます。

《国内外との交流拡大》
観光面においては、昨年は、ＪＲグループと連携した「幕
末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」の実施を
はじめ、韓国・仁川国際空港とを結ぶ山口宇部空港初の国際
定期便や岩国錦帯橋空港での沖縄便の就航、過去最高とな
るクルーズ船の寄港などにより、国内外から多くの観光客に
お越しいただきました。
本年は、明治150年を迎える中で、
「明治維新胎動の地」で

ある山口県の存在感を一層高め、デスティネーションキャン
ペーンの成果や「山口ゆめ花博」の開催を活かして、国内外
からのさらなる観光客の誘致に取り組んでいきます。
また、山口県を売り込み、モノの流れを拡げていくため、
昨年10月に設立された地域商社とも連携を図りながら、県
産品の首都圏等での販路拡大や、成長する海外市場への積
極的な展開を進めていきます。

また、明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」にお
いて、将来の県づくりを担う若者が、明治維新や日本の近代
化を成し遂げた先人たちの「志」と「行動力」に学ぶ人材育
成の取組を進めるほか、全国で唯一、公立小・中学校への
100％設置を達成したコミュニティ・スクールを核とする「地
域教育力日本一」の取組により、ふるさとやまぐちを愛する
子どもたちの育成を進めていきます。

【県政の基盤づくり】
これまで、財政健全化を進めた結果、県の借入金残高は
約半世紀ぶりに減少へ転じましたが、依然として厳しい財
政状況が続いていることから、将来にわたって持続可能な自
立・安定した行財政基盤を確立するため、昨年４月に設置し
た「行財政改革統括本部」を中心に、徹底した行財政構造改
革の取組を進めます。
【終わりに】
県としては、山口県、そして県内の各地域が将来にわたっ
て持続的に成長・発展していけるよう、地方創生の実現など、
県政の諸課題の克服に向けた取組を積極的に進めていくこと
としていますので、県民の皆様のご理解とご協力をどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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平成30年

新年のごあいさつ
山口県宅建県議団団長
山口県議会議員

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、すがすがしく希望に満ちた新た
な年をお迎えになられたことと存じます。
昨年は年始早々、畑原 基成 前山口県議会議長・前山口

塩満久雄

かりと前に進められ、日本、そして地方の着実な成長と、
国益と国民を守り、子どもたちの未来を切り拓いていただ
くことを大いに期待しております。
こうした中、本年２月に山口県知事選挙を控えている県

県宅建県議団団長の突然のご逝去に接し、その余りにも早

政においては、最大の課題である人口減少に歯止めをかけ

い旅立ちは、誠に痛惜の極みでありました。畑原先生は、

るため、若きリーダー村岡知事が、
「産業維新」、
「大交流維

卓越した政治手腕と力強い実行力・実現力をもって、県政

新」
、
「生活維新」の３つの維新を掲げ、これまでの成果の上

の各分野にわたり、幅広いご活躍をしてこられました。私

に立って、引き続き、全身全霊をかけて取り組んでいかれ

は畑原先生のもとで、副議長に就かせていただきましたが、

ることを表明されました。また、本年は、明治改元150年

先生のご遺徳を決して忘れることなく、山口県議会議員と

という節目を迎え、その中核イベントである「山口ゆめ花

して、山口県宅建県議団団長として、これからも全力で、

博」も開催されます。私も県議会議員として、執行部との

山口県の発展に向け邁進することこそが務めであると考え

両輪の役割を果たし、未来に向かって挑戦する本県の取組

ております。

をしっかり支えなければならないと考えております。

また、本県出身の偉大な政治家である林 義郎先生、吹田
愰先生とのお別れもありました。林先生におかれましては、

県議会では、
「開かれた県議会」を目指し、中学生・高校
生等による山口県議会への訪問見学の受入や、やまぐち高

政界きっての政策通として、吹田先生におかれましては、

校生県議会などの取組を進めています。また、私といたし

地元に根ざしたふるさと政治家として、本県はもとより我

ましても、昨年６月に設置された「議会改革検討協議会」の

が国の発展に力を尽くされました。先生方は私を含め、県

一員として、常にその時代に沿った議会改革を進めるべく、

民の誇りであり、その輝かしいご功績は、心に深く刻まれ

検討・協議に全力で取り組んでいるところです。

ております。
山口県宅地建物取引業協会におかれましては、空き屋対
さて、昨年の国際情勢は大きな動きがあり、また、緊迫

策や三世代同居・近居の取組など、快適で住みやすいまち

した年になりました。米国大統領に「米国第一主義」を掲げ

づくりの推進に向け、積極的に展開しておられることは誠

た実業家出身のトランプ氏、仏大統領に仏史上最年少でマ

に心強い限りであり、住宅行政の円滑な運営に多大なご尽

クロン氏がそれぞれ就任し、また、隣国の韓国では、朴槿

力をいただいていることに、深く敬意と感謝の意を表しま

恵前大統領が逮捕されるという混乱の後、文在寅氏が大統

す。また、昨年４月にご逝去されました、五郎丸 孝士 前山

領に就任しました。

口県宅地建物取引業協会会長におかれましては、長年にわ

そして何よりも、北朝鮮による度重なる核実験、ミサイ

たって、宅地建物取引業の振興と健全な発展に多大なご功

ル発射は我が国の極めて大きな脅威となりました。国際社

績を残されました。改めまして、ご遺徳を偲び、心からご

会からの自制の要請を無視した行動は、平和と安全を著し

冥福をお祈り申し上げます。

く損なうものであり、11月には米国が、９年ぶりにテロ支
援国家に再指定するなど、現在も緊迫した状況が続いてい
ます。

今年は「戌」年であります。
「戌」は、社会性と勤勉さを持
ち合わせており、私といたしましても、今まで培ったつな
がりを大切にし、本県の発展のために力を尽くしてまいり

一方、国政におきましても大きな動きがありました。
「北
朝鮮の脅威」
、
「少子高齢化」という２つの国難を突破するた
め、安倍首相が国民の信を問うべく、衆議院を解散され、
10月に第48回衆議院議員総選挙が行われました。政権与党
の圧倒的な勝利に終わり、多くの国民・県民の皆様の支持
を受け、第４次安倍内閣が発足しました。安倍内閣には、
「生
産性革命」や「人づくり革命」をはじめとした諸政策をしっ
4

ますので、引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し
上げます。

平成29年度 第１回山口県不動産研修会報告
総務副委員長

平成29年度本部研修会「第1回山口県不動産研修
会」が９月14日㈭山ログランドホテルにて開催され
ました。約195名参加があり国民の信託にこたえる
ことを誓う倫理綱領を西村副会長の発声に続き会員、
全員で唱和し、上原会長の主催者挨拶で研修会が始
まりました。
第１講は
「人権に関する取組の考え方」
について山口県環境生活部人権
対策室主幹、小田村清様が講演
されました。
1 、 企業等の社会的責任（企
業は社会の一員として社会
第１講 小田村 清 氏
的責任を担っている）
2、山口県人権推進指針（自由、平等、命、一県民
として取組）
3、宅地建物取引業における人権に関する取組（協
会ガイドラインの策定）
4、居住支援協議会における人権取組（入居制限の
実態調査）
5、部落差別解決推進法
「県民一人、ひとりの人権が尊重された心豊かな地
域社会」の実現のためには、県民、民間団体、企業
においてもそれぞれ果たす役割があり、行政との理
解と協力のもとに活動していく必要があり人権はす
べての人に等しく保証されたものです。我々も公正
な仕事に取組む為にも啓発活動、相談活動など取組
んでいきたいものです。しかしながらあたり前の基
本理念がまだまだ人々に浸透していないのが現状で
はないでしょうか。
第２講は
「アスベストについて」山口県
土木建築指導課主任技師、相川和
也様。なぜ建物内吹付けアスベス
トの訴訟なのか１例から10例ま
での実例をお話しされた。
まとめとして、建物所有者はア 第２講 相川 和也 氏
スベストの危険性を認識し、損害
の発生を防止する為に必要な措置をとる責任を負うも
のと判断される可能性が高い。特に通常使用時におい
ても空気中への飛散のおそれがある「吹付けアスベス
ト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」につい
ては速やかに対策を行わなければ新たな被害を生み出
すことにつながりかねない。
まずは「所有者における速やかな調査が必須」との
こと。契約時に重要事項の記載は十分確かめてから記
入が必要です。

箱﨑壽美枝

第３講は
「売買契約の重要事項説明にお
ける物件調査」東急リバブル㈱ソ
リューション事業本部、橋本明浩
様「最近の不動産流通市場とトラ
ブル、紛争の傾向」についてチラ
シの広告、宣伝手法からおとり広
第３講 橋本 明浩 氏
告、ネット販促時代を反映、接遇
マナー、宅建士の資質、媒介契約の仕組、重要事項の
説明、物件調査能力が問われる紛争、我々が最も関心
の高い内容であり、実態をよく把握されている経験豊
かな講師の方から次から次に展開していく具体的な内
容・対応プロセス・解決していくまでを適切にまとめ
られ和解・成立・合意まで説明していただき最後はきっ
ちりまとめられてありスッキリしました。
研修の内容が日々の業務に反映され活力ある不動産
業界でいたいものだと願わざるを得ません。

プログラム
第１講 13：40～14：10
演題 『人権に関する取組の考え方について』
講師
山口県環境生活部人権対策室 主幹 小田村 清 氏
第２講 14：10～14：40
演題 『アスベストについて』
講師
山口県土木建築部建築指導課 主任技師 相川 和也 氏
－

休

憩 （10分）

－

第３講 14：50～16：20
演題 『売買契約の重要事項説明における物件調査について』
講師
東急リバブル株式会社ソリューション事業本部
審査部長 橋本 明浩 氏
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第３回 ハトマーク『空き家無料相談会』の開催
業務委員長

平成29年11月23日県下８会場におきまして第３回

話を聞いてみると地域性・築年数・建物の状況・接

ハトマーク「空き家無料相談会」を開催致しました。

道・ライフライン等々を勘案すると市場性がある物

昨年度までは外部の相談会場を借り、講師によるセ

件は少ないように思われます。このままでは増々空

ミナーも開催していましたが、今年度は会場を各支

き家が増えてしまいそうです。我々不動産流通に携

部事務局とし、セミナーも開催しませんでした。そ

わるものとして知恵を絞り、空き家の有効活用を考

の結果ですが、８支部合計の相談件数は昨年度46件、

え、少しでも流通の促進に寄与したいと思っていま

今年度45件と支部により増減はありますが、全体と

す。このことが宅建協会としての大きい社会貢献事

しては昨年とほぼ同数でした。今年度の結果をみる

業の一つであろうと考えます。今後とも会員の皆様

とセミナー等がなくても相談希望者は多いと感じま

の益々のご協力を宜しくお願い致します。

した。また、過去２回の開催や各支部による常設の
空き家相談会等により、宅建協会の「空き家無料相談
会」が周知されてきたのではないかと思っています。
皆様ご承知の通り平成25年の統計で全国に空き家
が820万戸（空き家率13.6%）あると言われておりま
す。山口県では11.4万戸（空き家率16.2%）です。平
成20年の調査では10.4万戸ですので１万戸増えてい
ます。おそらく平成30年に統計を取ればもっと増え
ているのではないでしょうか。
個々の相談内容をみると「親が住んでいた家が空き
家になった。自分たちは住む気はないが、どうした
らいいか。」が圧倒的に多いです。その中で結果的に
売却希望が６～７割と最も多くなるのですが、よく

山口支部会場
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尾村成一

宇部支部会場

周南支部会場

平成29年度新規免許業者研修会
平成29年10月27日㈮ 13：30～15：50
山口県不動産会館 ３F 研修ホール
プログラム
司会 平連嗣騎（法務委員）
研修
テーマ

講

師

時

間

1

組織について

総務委員長

西山

菊市

13：30～14：00

2

業務について

業務委員長

尾村

成一

14：10～15：00

3

宅建業法・関連法令について

法務委員長

西村

俊爾

15：10～15：50

平成29年10月27日㈮ 山口県不動産会館におい
て、平成28年10月以降の入会者を対象に平成29年度
新規免許業者研修会を開催し、23名の方が出席され
ました。
研修は、西山総務委員長の山口県宅建協会の組織に
ついてから始まり、続いて尾村業務委員長より業務委
員会における事業内容等の説明と、事務局より「ハト
マークサイト山口」の機能の説明、最後に西村法務委

第１講

西山総務委員長

第２講

尾村業務委員長

第３講

員長より、法務委員会の主たる業務内容、中でも不動
産無料相談所について一般消費者の方からの苦情申出
による受付から弁済移管、そして中央本部で認証と
なった場合の求償に至るまでの流れと相談事案につい
ての説明していただきました。また、不動産業界の社
会的地位向上に向け、クリアな仕事をお願いするとと
もに欧米のように、あこがれの業界になるよう皆で努
力していかなければならない旨倫理についてもご講義
いただきました。各講師の講義に出席
者の皆様は熱心に受講されていました。
約２時間半の研修終了後には、受講
済証を受け取られ、散会となりました。
本研修会は、新規会員必須となってお
り、今回諸般の事情で出席出来なかっ
た会員の方は、次回は必ず受講されま
す様、お願いいたします。
西村法務委員長
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山口県住宅課からのお知らせ
賃貸取引に係るＩＴ重説の本格運用が開始されました！
……平成29年10月１日より……
本格運用の概要
○開始時期
○対象とする取引

：平成29年10月１日㈪より開始
：賃貸契約に関する取引に限定※売買取引については対象外
（実施にあたっての事前登録等は不要）
○活用する情報ツール：テレビ会議等（テレビ会議システムやテレビ電話（スカイプ）等）
ＩＴ重説において遵守すべき事項
＝「業法の解釈・運用の考え方」に規定しており遵守しなければならない事項

○双方向でやりとりできるＩＴ環境の整備
図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、双方が発する音声を十分
に聞き取れるＩＴ環境
⇒具体的なＩＴ機器やサービスに関する仕様等は定めていないが、一定の性能や動画の双方向性が担保さ
れている機器が必要
○重要事項説明書等の事前送付
宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び説明に必要なその他の資料を事前に送付
記名押印した説明
書等を２部送付

相手方は説明を受けた後に、
内容を確認して記名押印

相手方から１部を
返送してもらう

⇒ＰＤＦファイル等による電子メール等の電磁的方法による交付は認められない
○重要事項説明書等の準備とＩＴ環境の確認
説明の開始前に相手方の重要事項説明書の準備とＩＴ環境を確認
①相手方の映像や音声を取引士側の端末等で確認できること
②取引士側の映像や音声を説明の相手方の端末等で確認できること
③説明の相手方に事前送付している重要事項説明書等が説明の相手方の手元にあること
○宅地建物取引士証の提示と確認
宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、相手方が画面上で視認できたことを確認
⇒取引士本人であることを説明の相手方に確認してもらう
取引士
① カメラに取引士
証をかざす

③相手方に顔が士証
の写真と同じことを
確認してもらう

⑤相手方に士証に記載さ
れている名前、登録番号
を読み上げてもらう

⑦相手方の読み上げが正
しいことを確認士証を確
認した旨を答えてもらう

④同一人物である
旨を確認し確認し
た旨を伝える

⑥記載の名前、登録番号
を読み上げて確認できた
旨を伝える

⑧士証を確認した旨を回
答

説明の相手方
② 画面上の士証を
確認

⇒説明の相手方の画面に取引士証が映し出されるように、自身のカメラに取引士証をかざし、
顔写真と取引士の顔が同じこと、取引士の氏名、登録番号を確認してもらうことが必要
○ＩＴ環境に不具合があれば中断
説明を実施している途中で、映像、音声に不具合があれば直ちに中断
⇒再開は、問題の解決を図り支障がない状況にしてからでなければならない
ＩＴ重説において留意すべき事項
＝トラブルを回避する観点から可能な限り対応することが望ましい事項
○ＩＴ重説実施に関する関係者からの同意
説明の相手方、物件の貸主等の関係者から書面等での同意取得
○相手方のＩＴ環境の確認
相手方がＩＴ重説を希望した場合に相手方のＩＴ環境を事前確認
○説明の相手方の本人確認
相手方が契約当事者本人又はその代理人であることの確認
○必要に応じて内覧の実施
トラブル回避のため、必要に応じて内覧の実施を勧める
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○録画・録音した場合の対応
録画・録音する場合は、宅建業者と相手方の双方了解のうえ実施
○個人情報保護法に関する対応
録画・録音した場合を含めて、関係者の個人情報が含まれるため適切な管理が必要
ＩＴ重説で求められるＩＴ環境
画面
（取引士）
・重説の最中に、自らがどのように相手方に見えて
いるか確認できるよう、ワイプ画面で自身の映像
も表示されることが有効
・取引士証の写真と文字が明確に判別できる程度に
画面に映し出されることが必要
端末
・実施する端末や使用するＯＳの種類について特定
のものである必要はない
・インターネットに接続して利用するため、セキュ
リティを確保する必要がある
ソフトウェア
・双方向でやりとりできるＩＴ環境において実施す
る必要がある
・録画・録音対応を図る場合には、併せてソフトウェ
アが録画・録音対応しているか確認する必要がある

カメラ
・十分な解像度を有する必要がある
マイク
・取引士及び説明の相手方の音声の内容を判別する
のに十分な性能を有する必要がある
・外部接続のマイクは、音声が相手方の端末で出力
されるか、事前に確認することが重要
音響機器
・説明や質問の内容が判別できる十分な性能を有す
る必要がある
インターネット回線
・宅建業者及び説明の相手方が動画及び音声を一
体的な一連のものとして送受信できること（例え
ば、静止画の状態が数秒続くことが連続すること
が生じない等）
・上記の状態が重要事項説明の開始から終了までの
間、継続して維持できること

ＩＴ重説Ｑ＆Ａ
Ｑ１：顧客から求められたときには、必ずＩＴ重説を行わないといけないのか？

Ａ１：宅建業者自らのＩＴ環境や案件の特性を踏まえて、業者が実施の可否について判断することができます。
また、貸主等の同意や顧客のＩＴ環境が確認できない場合には、顧客が求めても実施できません。なお、
業者が顧客に対してＩＴ重説を強要することのないようにしてください。
Ｑ２：必要な機器がそろっていれば、実施場所の制限はないのか？

Ａ２：実施場所の制限はありませんが、視界不良となる場所や周囲の雑音が入るような場所は避けるべきだ
と考えられます。
Ｑ３：顧客からスマートフォンで重説を受けたいという要望があった。問題ないか？

Ａ３：求められるＩＴ環境を満たしていればスマートフォンでも問題はありませんが、スマートフォンの場
合は、画面が小さいため取引士証を十分な精度で表示できているかを確認してください。また、説明
に図面等を使用する場合は、画面が小さいため説明に不向きなケースもあるので留意してください。
なお、スマートフォンは携帯電話の回線を利用することが多く、回線状況によっては、画像や音声が
途切れる等のトラブルが生じうるので、相手方には、できるだけ電波の受信状況が良い場所で説明を
受けてもらうよう留意してください。
ＩＴ重説相談窓口

国土交通省が相談窓口を設置しています。中国地方は、中国地方整備局となります。
担当所属
中国地方整備局
建政部
計画・建設産業課

所在地・電話番号
〒730－0013
広島市中区八丁堀２－15
電話082－221－9231

管轄区域
鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県

賃貸取引に係るＩＴを活用した重要事項説明実施マニュアル

国土交通省が、ＩＴ重説の実施についてのマニュアルを作成しホームページで公表しています。マニュアルでは、
遵守すべき事項や留意すべき事項のより詳しい説明のほか、具体的な手順や工夫事例の紹介、またＱ＆Ａ（ＦＡＱ）
も掲載されていますのでご確認ください。
アドレス：http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html
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『小規模不動産特定共同事業』が創設されました
……不動産特定共同事業法の一部改正……
１

背景
小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進、観光等の成長分野における良質な不動
産ストックの形成の促進を図るため、不動産特定共同事業法（平成6年法律第77号）の一部が改正されました。
不動産特定共同事業とは、組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当
する事業
２ 法改正の概要（平成29年12月１日施行）
〔小規模不動産特定共同事業の創設〕
・空き家・空き店舗等の再生・活用事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資総額等が
一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設。

【事業スキーム】
空き家・空き店舗等の
遊休不動産

売買益

再生不動産を活用した
地域活性化事業

賃貸
収益

小規模不動産特定共同事業者
（地域の不動産業者、まちづくり
会社等）
地域のニーズに合わ
せて改修・リノベー
ションを実施

出資

出資・
配当

借入

融資

クラウドファンディング
等による資金調達
銀行等

■小規模不動産特定共同事業の主な要件
○投資家一人あたりの出資額⇒原則、100万円を超えないこと
投資家からの出資総額⇒１億円を超えないこと
○事業者の最低資本金の額⇒1,000万円
○純資産要件：純資産≧（資本金×90／100）
○宅建業の免許
○基準を満たす契約約款
○５年ごとの登録更新
○事業を適確に遂行するために必要な財産的基礎、人的構成
○事務所ごとの業務管理者配置（不動産特定事業の３年以上の実務経験、
登録証明事業（ARESマスター、ビル経営管理士、不動産コンサンティングマスター））
３
４

申請書の提出先等
・大臣登録又は事業開始届出⇒主たる事務所が設置される国交省地方整備局
・都道府県知事登録⇒事務所が設置される都道府県（手数料：１件につき６万円）
改正法の内容に関する問合せ先
国交省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 不動産投資市場整備室☎03-5253-8289

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！
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回開催し
ております。
当協会会員、またその従業者の方々におかれましては、
今までどおり（一社）山口県宅建協会主催の取引士法定講
習会を受講されますことをお願い申し上げます。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

今後の法定講習会の日程
■日
時：平成30年２月13㈫
■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
■日
時：平成30年４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８月13日から
平成30年10月９日までの更新の方

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

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「違法な残業とならないための措置」
労働基準監督署の調査を受けると必ず「36協定」の提出の有無をチェックされますので、労働者に残業させる場合に
は必ず「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署に提出する義務があるということは広く知られています。今後「働
き方改革」に伴う施策が本格化し、残業や長時間労働に関する問題がますます注目されるようになると「36協定」がま
すます重要視されるようになりますが、適法に残業させるためには、他にも要件があり、
「36協定」の締結は、その要件
のうちの１つに過ぎません。
そこで、今回は「違法な残業」にならないための要件について説明をしていきたいと思います。
■雇用契約の中で残業があるという明示をしていること■
36協定は、会社と労働者代表が包括的な合意をしているにすぎず、36協定の締結が全ての労働者の雇用契約の内容
に影響を与えるわけではありません。ですから36協定が結ばれたとしても、雇用契約の中に「残業有」の条件がない労
働者の場合は残業をさせることはできません。子供が小さい、親の介護があるといった理由で「残業無」を条件として
入社した労働者に対しては、入社後に「残業を必要だ」というような残業強制は違法行為となります。残業に同意をす
れば問題はありません。
■法的に残業禁止・制限事由に該当していないこと■
雇用契約書で「残業有」となっていても、法的に残業禁止・制限事由に該当する場合、会社は労働者に残業させるこ
とはできません。まずは「年少者」です。労働基準法においては天災発生等の場合を除き18歳未満の者については、１
日８時間、１週40時間を超えて労働させることを原則として禁止しています。次に、妊産婦に関する残業制限です。労
働基準法では、妊産婦残業全面禁止の項はありませんが、請求があった場合は、残業をさせてはいけません。さらに、
育児介護休業法においては、３歳未満の子を育てる労働者が請求した場合は、会社は残業をさせてはならないことが定
められています。また、小学校就学前までの子供を育てている労働者が請求した場合には、会社は月24時間、年150時
間を超えて残業をさせられません。
■違法な残業命令ではないこと■
「残業有」の雇用契約を締結し、法律上の残業禁止・残業制限事由に該当していなければ、36協定の範囲内で残業さ
せられます。しかし、社会通念上、残業命令が違法となる場合があります。たとえば、労働者があらかじめ「この日に
父親を病院に連れて行く必要があるので残業はできません」と言い、会社が了承していたにもかかわらずと残業命令を
出し、労働者が従わなかったので懲戒処分を行ったという場合や労働者が「体調が悪く病院に行きたい」と言っている
にもかかわらず残業を強要するのも違法でしょう。会社には、労働者が健康で安心して労働できる環境を整備する民法
上の義務がありますので、配慮を欠く残業命令は違法ということになるのです。
☞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。

⇒ 怖い糖尿病 糖尿病が怖いのは、初期にはほとんど自
覚症状がないことです。血糖値が高い状態が長く続くと全
身の血管が傷んで、臓の病気（腎症）
、眼の病気（網膜症）
、
足のしびれや痛み（神経障害）が起こり、狭心症・心筋梗塞・
脳梗塞・閉塞性動脈硬化症などのリスクが高まります。ま
ずは健康診断の受診が重要です。予防は「食事」
・
「運動」
・
「規則正しい生活」が効果的です。自己管理を徹底しま
しょう。

■無期転換ルールへの準備は大丈夫ですか？■

⇒深刻化する人手不足 帝国データバンクが10月に実
施した全国１万社の調査によると、正社員が不足してい
る企業は49.1％に達し2006年調査開始以降で過去最高
を更新した。企業の人手不足感は一段と深刻度を増して
いる。
「情報サービス」
、
「メンテナンス・警備・検査」や
「運輸・倉庫」
「建設」といった業種、大企業より中小企
業で不足傾向が強かった。

‐平成30年４月から無期労働契約への転換申込みが本格化！‐

平成25年４月１日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められました。無期転換ルールとは、有期労
働契約が反復更新されて通算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です。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し、多くの企
業で平成30年４月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。この対象となる有期契約社員は、一般的に
「契約社員」
「パートタイマー」などと呼ばれる方ですが、定年後引き続き雇用される社員（嘱託社員など）も対象となり
ます。無期転換ルールの適用に当たっては専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法により、定年後
引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生し
ないとする特例が設けられています。都道府県労働局において申請内容に関する審査を行うため、申請から認定を受け
るまでには一定期間を要します。また、追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
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平成30年新春を迎え
下関支部長

林

真一郎

輝かしい新春をご健勝にてお迎えの事と存じます。

成果を得る事が出来るよう会員の皆様と共に取り組んで

来春には今上陛下退位が予定され様々な準備が進めら

参りたいと存じます。又市が主催する市営住宅長寿命化

れる中、希望に満ちた一年になることを期待しています。

と再編に関する有識者会議、前出の空き家の認定協議会

下関支部は本年創立60周年を迎え、1月26日には記念式

へ委員の派遣が決まり、行政との連携も一層強固になっ

典等催行の予定です。

ています。

歴代先輩の皆様方から受け継いだ英知を結集して、新

一方、実務支援に係る研修項目も、インスペクション・

たな時代に更に広く支持される協会運営を目指して参り

瑕疵保険付与等住宅性能表示を促進することや民法改正

ます。

への準備等多岐にわたります。一つ一つ着実に進めて参

さて、空き家対策に関し下関市と協定を結び、住宅政

りたいと考えています。

策課と連携し市内公民館で開催しています『空き家対策

平成30年は『戊戌（つちのえいぬ）の年』で、
『同じ気

等の説明と無料個別相談会』は昨年度に引き続き奇数月

が重なることで良いものは一層よくなる一方、悪しきも

第三土曜日を原則として、県本部主導の相談会ともども

のも一層厳しい状況になる』と云われます。会員の皆様

回を重ねて参ります。今や国家的課題ともなりました当

にとって本年が、不断のご精進により大きな成果を得る

該施策の一環として昨年10月より、セイフティネット法

年となりますよう祈念し年頭に当たってのご挨拶と致し

に基づく空き家の登録も始まりました。それぞれ一定の

ます。

第10回ハトマーク杯争奪ソフトボール大会
本年度も「ハトマーク杯争奪ソフトボール大会」を9月18日（祝）に無事開催することができました。当日は台風の
接近で開催が危ぶまれる天候でしたが、市内から16チーム（選手・保護者総勢約400名）の参加をいただき熱戦が繰り
広げられました。
本大会は「不動産フェア」の一環として宅建協会のシンボルマーク「ハト
マーク」を冠に掲げ10年前から開催してまいりました。各選手の保護者は
子育て世代であり、イコール住宅購入者層でもあるため、
「山口県宅建協会
下関支部」のアピールに貢献できる行事ともなりました。
大会を通じて子供達の健全育成に微力ながら貢献できたこと、また大会
関係者及び保護者の方々から、感謝のお言葉を頂戴できたことを非常に嬉
しく思っております。
この大会は今回を最後とさせていただきますが、今後も地域貢献と宅建
協会下関支部のアピールができるよう、これに代わるより良い不動産フェ
アを開催していきたいと考えております。
【大会結果】
優

勝 生野ソフトボールスポーツ少年団

準優勝 王喜ブラックファイターズ
第３位 養治ファルコンズ・ウィングスソフトボールスポーツ少年団
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税務研修会及び第１回支部研修会
法務副委員長

木下史晶
ている会社です。

平成29年10月３日㈫午後１時より下関リサイクルプ

建物も街も価値が下がる中、

ラザ３Fの第１研修室にて、67名（55社）が参加され税

大牟田では街を活性化させよう

務研修会及び第１回支部研修会が開催されました。
第１項は下関税務署資産課税部門審理専門官の宮本達

と市民応援団を募り、その人た

也様と法人課税部門審理専門官の熊安剛様に「税制改正

ちの力を借りてずっとシャッ

についてと買替資産の特例について」と題してお話しい

ターが閉じていたビルのDIYをし

ただきました。

ている様子を映像で紹介して頂

第２講は全宅連で「不動産総合研究に係る地域貢献活

きました。これにより「開店前か

動等の取り組み」で表彰を受けた㈱スペースRデザイン

らファンができ人のつながりや
コミュニティーが価値を高め、人と人の繋がりが街を変

（福岡宅建）吉原勝巳様と大牟田ビンテージのまち(株)冨

えるきっかけになっている」とお話しいただけました。

山博史様を講師にお迎えしました。

とても有益なお話で、会員の皆様も大変参考になった

㈱スペースRデザインは、自社の経営悪化を要因に、

研修会になりました。

入居率が悪い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、資産価値の向上や地
域の活性化やまちづくりに貢献する取り組みを実践され

プ
開催日時
場
所

第１講
税務研修会
講

支部研修会
講

師

グ

ラ

ム

平成29年10月３日㈫ 13：00 ～ 16：30
下関市リサイクルプラザ 第１研修室
下関市古屋町１丁目18‐１
TEL 083‐252‐7220

●演

題

①今年度の税制改正について
②消費税について
③買替資産の特例について
④不動産に関する税金
下関税務署 資産課税部門 審理専門官 宮本達也 様
〃
法人課税部門 審理専門官 熊安 剛 様

●演

題

『空き家・空きビルがまちの資源になる時代
～“つながり”から始まるビンテージ不動産の取り組み事例～』
株式会社スペースRデザイン
代表取締役 吉原勝己 様

師

第２講

ロ
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島根原発研修旅行
総務委員

青松永哲

平成29年11月９日～10日「島根原発研修旅行」として

ル館」でやっと、喉を潤おすこととなりました。夕食で

下関支部より25名で大型バスに乗り出発致しました。途

は蟹・烏賊・のどぐろなど海の幸を食し、美味しいお酒

中、山口県エネルギー問題懇話会の専務理事の佐伯様が

を飲んで会員同士交流を深めることができました。

合流され、車内にてDVDで島根原発について大まかな説

また翌日は「足立美術館」で素晴らしい庭園に秋を感

明を受けました。そして昼食後、いよいよ到着。島根原

じ、
「島根ワイナリー」でお肉とワインを堪能し「出雲大

子力館の館長より講演していただき、また館内の模擬設

社参拝」でそれぞれの想いを祈願して参りました。晴天

備での説明や実際に発電所内をバスで視察して周りまし

の元、実りある研修旅行となりました。

た。原子力発電とはどういったものか、島根原子力発電
所の安全管理、今１・２・３号機がそれぞれどのような
状態なのか、緊急時の対応、働いている方々の想いなど
普段知ることの出来ない貴重な研修となりました。
その後、
「松江堀川遊覧船」で遊覧を楽しみ、隣の「ビー
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hagi

萩

新年のご挨拶
萩支部長

澤村修一

新年あけましておめでとうございます。

ます。と昭和57年戌年会報48号に当時の会長が年頭の

平成三十年の新春を迎え本年が皆様にとって、幸せ多

あいさつを書かれております。36年まえのことですが、

き年でありますよう心からお祈り申し上げます。

さりとてさほど前のこととは感じられません。社会シス

さて、本年の十二支は戌年にあたります。犬は知恵、

テムの変化、人々の意識の変化等鑑みますと、組織の使

勇気、誠実の動物といわれています。まずは、これにあ

命（何のために存在するか）が、あらためて考えさせら

やかりたいものです。明治維新150年にあたる記念すべ

れます。

き年を迎え、新しい時代を築き上げた歴史、光と陰、理
想と現実に興奮します。

今年４月１日から施行されます宅建業法改正（既存の
建物の取引における情報提供の充実）につきましては十

今年度も「会員のための協会」を目標に努力してまい
ります。会員の皆様のご意見をいつでもお寄せいただき
たいと存じます。組織としての秩序は活かしつつ「開か

分な準備をしていきましょう。
年の始めに皆様の暖かいご理解とご協力をお願い申し
上げ、新年の挨拶と致します。

れた協会」として血のかよった運営を心がけたいと存じ

謹 賀 新 年
萩支部役員一同より謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様昨年度中は格別のご支援有難うございました。今年もご協力の程よろしくお願い申し上げます。
萩支部役員
理事 郷田正則
理事 弘 教満
監事 廣畑雅弘

理事
理事
監事

戸﨑健一
弘 孝庄
安藤繁之

理事
理事

竹内重信
河野勝俊

理事

三好一敏

新入会員のご紹介
株式会社
代表取締役

まちはぐ不動産

戸﨑

剛

〒758-0044 萩市大字唐樋町90番地１
TEL 0838-21-5575 FAX 0838-21-5571
山口県知事免許(1)第3585号

この度、山口県宅建協会萩支部に新規入会させて頂きました、株式会社まちはぐ不動産の戸﨑剛
と申します。入会に際しご指導、ご協力を頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。
今後については、社名に込めました、萩の町を育んでいける不動産会社となることを第一の目標
として、歩を進めていく所存です。
協会会員の皆様には、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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新年ごあいさつ
宇部支部長

松村

誠

明けましておめでとうございます。
新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げますとと
もに、会員の皆様にとりまして今年が良い年となります
ことを心からお祈りいたします。
29年度地価は、大都市圏に於いては上昇の箇所が多
くなり、地方都市に於いても下げ幅は縮まりました。最
近は金余りと低金利によると思われます。投資物件探し
の情報が連日のように電話、ＦＡＸを通して送られてき
ます。大都市は活気があるように思われます。
当地域に於いても市中心部を含めてミニ開発が見受け
られ、新築住宅の需要があると思われますが、一方空き
家も多く見受けられます。国全体の大きな問題でありま

す。当支部は市役所と連携のもと、社会貢献と同時にビ
ジネスチャンスの一つとして捉えて取り組んでおります。
昨年度業法の一部改正がなされ、今年４月より施行さ
れます。業界としてもより高い知識が求められておりま
す。支部に於きましても昨年研修会を実施いたしました
が、１月に二度目の研修会を実施します。会員の皆様へ
のもれがないようにいたしたいと思っておりますので、
ぜひ参加していただき、とまどうことがないようにして
いただきたいと思っております。
今後とも支部活動へのご理解、ご協力をお願いいたす
とともに、皆様方のますますのご繁栄とご健勝を祈念申
しあげまして新年のごあいさつとさせていただきます。

平成29年度 第２回研修会（不当要求防止責任者講習）
９月22日㈮午後１時30分より、ココランド山口宇部で３年に１回の「不当要求防止責任者講習」が開催されました。
何度受講しても「あ～、そうか」と再確認ができて大変有意義な講習会です。恒例のロールプレイングでは、これまた
恒例の県警山寺警部補の名演技。ご協力いただきました縄田さん、岩﨑さん、山本さん、本当にありがとうございました。
また３年後の講習時には皆さんぜひ受講されて下さい。

平成29年度価格査定を実施して
業務委員長

浅川幸則

今年も例年通り支部会員25名のご協力をいただき、
８月23日、24日（山陽小野田地区は８月31日）に、支部
事務局において713ポイントの価格査定の為の「標準事例
地の見直し」の作業を行いま
した。東岐波・西岐波・市内
中心部・上宇部・藤山・厚南・
船木・美祢市、そして山陽小
野田市と東西南北に広がり、
大変にだだっ広い地域です。
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今年度は大幅な見直しの時期ではありませんでした
が、昨年あたりから宅地開発が徐々に進んできたため、
部分的に格差表も見直して、時世にあった「事例地の見
直し」に皆で努力いたしました。より精度の高い査定を
目指して、会員のみなさんが利用される「ハトマークサ
イト山口」の価格査定書がより立派な信頼されるものに
なりますように祈る次第です。
ご参加いただいた会員の皆様には感謝いたしますとと
もに御礼申し上げます。

支 部 だ よ り

第５回寺子屋たっけん開催
法務委員長

土岐山雪絵

７月25日㈫午後７時より納涼会を兼ねた「寺子屋たっ
けん」を開催しました。参加人数は13名。今回は行政書
士さんより宅建に関連した様々なお話をしていただきま
した。参加された皆さんからもいろいろな体験からの質
問もあり、盛り上がりました。勉強会の後は納涼会、も
ちろん、こちらも盛り上がりました（*^_^*）支部では身

近な勉強の場と
し て の「 寺 子 屋
た っ け ん 」を 計
画、実施してお
ります。次回もたくさんの皆さんのご参加をお待ちして
おります。

中国労働金庫ローン説明会
11月２日㈭午前11時30分より、国際ホテル宇部で中
国ろうきんによる住宅ローン説明会が開催されました。
31名の参加があり、新しいタイプの住宅ローンの説明
をローンセンター宇部 所長 守田様よりじっくり、わか
りやすくしていただきました。メモをとられる方もたく
さんおられ、有意義な説明会だったように思います。

新入会員のご紹介
不動産＆行政書士 オフィスときわ
代表者

志馬

敬

〒755-0033 宇部市琴芝町１丁目2-50
TEL 0836-33-3375 FAX 0836-43-9920
山口県知事免許(1)3592

はじめまして。このたび山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂きました、不動産＆行政書士
オフィスときわの志馬敬と申します。
誰でもいつでも気軽に立ち寄って相談できるカフェのようなオフィスです。お客様の立場に立っ
た真心を込めたサービスの提供を目指して努力を重ねていきます。
今後とも皆様のご指導のほどよろしくお願いいたします。

会
○入会者
１．志馬
２．篠崎
３．縄田

敬
眞司
陽久

員

の

動

免許更新のお知らせ

き

業

不動産＆行政書士
新規入会
オフィスときわ
㈱東武住販宇部店
代表者変更
㈱東武住販
代表者変更
おのだサンパーク店
亀八不動産㈱
代表者変更

４．佐藤 次明
○退会者
１．鉄穴 昌克 ㈲第一不動産商事
２．村田 博子 ㈲きらら不動産
３．江頭 浩一 亀八不動産㈱
○ＦＡＸ番号変更
１．(同)ライフクエスト
新 0836-54-1030

廃 業
廃 業
代表者変更

者

名

免許年月日

書類提出期限

㈱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

㈱新町地所

H30． 5．17

H30． 4．17

㈲あすか不動産

H30． 5．18

H30． 4．18

㈱オフィスＴ＆Ｈ

H30． 5．29

H30． 4．29

亜興産業不動産販売㈱ H30． 6． 9

H30． 5． 9

西日本住宅企業㈱

H30． 5．22

H30． 6．22

早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）
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新年ごあいさつ
山口支部長

西村俊爾

明けましておめでとうございます。山口支部会

とえばある県で企業誘致で成功した、観光で多く

員の皆様方には健やかな新年をお迎えのこととお

の人を集客した、農業の産業化が成功したとかで

慶び申し上げます。不動産業界にとりまして本年

す。しかし、それはあくまでその地域だから出来

の大きな課題は、４月１日より施行される宅建業

たことで、他では参考にならないことの方が多い

法一部改正の中の「既存建物取引における情報提

ということです。東京大学教授で自治体行政学の

供の充実」についてです。既存住宅売買にあたり

金井利之さんは、国内総生産並びに標準世帯収入

建物状況調査（インスペクション）の活用を促し、

から見ても日本は決して貧しい国ではない。今後、

その結果を重要事項説明の対象に加えることで安

各自治体は補助金や特区などの恩恵を求めるだけ

心して取引が出来る市場環境の整備を進めようと

でなく、一極集中と人口減少に苦しむ全国の地方

する考え方です。しかし、この法改正については

自治体同士が手を組んで全国どこでも生活出来る

誤解の恐れや懸念、注意点も多くあり、一層の研

システムを作り、現物給付、移動など、結果とし

修等が必要です。

て地方でも暮らしが成り立つことをめざすべきだ

更に企業や消費者の契約ルールを定める債権法
に関する改正民法が昨年５月26日の参院本会議で

大きな課題と思います。

可決、成立しました。民法制定以来、約120年ぶ

終りに、今後とも山口支部、県本部の活動への

りに債権部分が抜本的に見直され、改正は200項

ご理解とご協力をお願い致しますと共に、皆様方

目にも及び、不動産関係にも大きな影響を及ぼす

の益々のご繁栄とご健勝を祈念申し上げまして、

改正もあります。法は公布から３年以内となって

新年のごあいさつとさせて頂きます。

おり、2020年より施行の予定です。
さて、広く目を向けると、今後私達が考えてゆ
かねばならないのは〝地方の生き方〟です。安倍政
権が「地方創生」を打ち出し、それは地方への人の
流れを作るという方針でした。但し、そこには重
要業績評価指標という数値目標を含めた取り組み
を自治体に提出させて、政府がそれを取捨選択し
て支援するというシステムです。これは地方にとっ
てはとても無理なことで、なぜならマーケットの
原理とそれを後押しした2000年以前の構造改革は
東京一極集中の構造となっているからです。地方
も頑張っていますが、あるひとつの成功例が全て
とは言えない点が大きいと思われるからです。た
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と提言されています。地方に住む私達にとっても

支 部 だ よ り

平成29年度「価格査定」・「情報交換会」のご報告
業務委員長

尾村成一

平成29年９月12日㈫湯田温泉ホテル「セントコア山

山口県宅建協会の価格査定システムは、１物件毎に約

口」において、平成29年度標準事例地の価格査定を行い

10名の “不動産売買に携わるプロ” が査定し、その平均

ました。標準事例地1,055ポイントを支部会員50名の方

値を取った事例地価格はどんな査定値より “実勢価格に

のご協力を得て、北部地区３チーム・小郡地区・南部地

近い” と自負しています。会員の皆様には売買取引や媒

区に分かれ、１チーム約10名で各200～250ポイントを

介契約締結時の価格明示等において、是非有効にご活用

査定しました。

していただきたいと思っております。

昨年度は北部地区の630ポイントを現地調査しました

お忙しい中ご協力していただいた会員の皆様には心よ

が、今年度は一昨年までの方式に戻り、ホテルの広い会

りお礼申し上げます。この価格査定は毎年実施していき

場で地区ごとに分かれ一斉に行いました。会員のご協力

ます。今後ともご協力よろしくお願い致します。

を得て行う査定方式は今年で６回目となりましたので皆
さん手際よく進めていただき、予定通りの時間に無事終
了しました。
その後同ホテルにて「情報交換会」を行いました。50
名の会員さんに集まっていただいているせっかくの機会
ですので、食事をしながら慰労を兼ねた情報交換を致し
ました。

不当要求防止責任者講習会開催
法務委員長

平連嗣騎

11月14日㈫山口市湯田温泉の「セントコア山口」に

最後に恒例のロールプレイング。山寺様が反社会勢力

て、３年に１度の定期講習会である「不当要求防止責任

の構成員役、それに対応する企業の社員役に㈱アーバン

者講習会」が開催されました。

エステートの吉屋さん、㈱小郡不動産の河本さん、板垣

講師に山口県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団排

さんの３名が扮し熱演されました。ロールプレイングは、

除第二係長の山寺孝幸様と（公社）山口県暴力追放運動

それぞれが、自分に置き換えながら、見学することが出

推進センターの竹崎専務理事様を向かえ多くの会員の参

来、非常に参考になったのではないでしょうか。

加を頂きました。
まず、西村支部長のご挨拶に続き、講師の山寺様には、

今回の講習会では、様々な内容を丁寧にご説明、ご指
導頂き、非常に参考となり有意義な講習会となりました。

昨今の反社会勢力の状況、具体的な民事介入暴力の実態

これからの業務において、
「三ない運動＋１」
（１ ．暴力

及びその手口、27の禁止事項のご説明などの後、ＤＶＤ

団を利用しない。２ ．暴力団を恐れない。３ ．暴力団に

（暴排のシナリオ）にて更に具体例を詳しくご説明頂きま

金を出さない。４ ．暴力団と交際しない）を徹底して臨

した。

みたいと思います。

続きまして、講師の竹崎様には、企業が反社会勢力に
よる被害を防止するための指針のご説明に加え、暴追セ
ンターの役割と不当要求をされた際の連絡先などを詳し
くお知らせいただきました。
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山口支部親睦忘年会
法務委員長

平連嗣騎

平成29年12月７日㈭山口市湯田温泉の翠山荘にて、
山口支部の親睦忘年会が開催され、今年は会員様と従業
員様合わせて86名と多数ご出席いただきました。
司会進行は株式会社防長宅建の小林社長が務められ、
西村支部長の本年度を締めくくるご挨拶の後、株式
会社ライフサポートの山根社長の乾杯のご発声に
よりスタートいたしました。
今年は、長年支部の発展にご尽力されたOB会員
の方々にもご臨席賜り、アトラクションでは、マジ
シャンの雷太郎さんのテーブルマジック、恒例のビ
ンゴ大会と、例年にも増して会は盛り上がりました。
結びは、尾村副支部長の中締めでお開きの時間と

平成29年度
ゴルフ幹事

第2回・忘年ゴルフコンペ開催

山野宏治

去る９月27日㈬、宇部72カントリークラブ阿知須コー
スにて、平成29年度第２回宅建協会山口支部ゴルフコ
ンペが開催されました。
この日は、第１回目と同じよ
うな荒天でしたが21名の方に
参加していただき無事最後まで
終えることができました。
コースも難しかったのです
が、天気にも影響されて100を
切れた方が４人のみで非常に厳
しいラウンドとなりました。
グロス NET
上位入賞者
優勝 右田 善弘 様
99
70.2
２位 平連 嗣騎 様
83
75.8
３位 洲崎
毅 様
93
76.2

毎年恒例の山口支部忘年ゴルフコンペが、12月６日
㈬に宇部72カントリークラブ西コースにて、総勢21名
の方に参加していただき開催されました。三度目の正直
とばかりに、この日は快晴で風もほぼなく絶好のゴルフ
日和となりました。

20

なり、皆さん、三々五々湯田温泉のネオンの中に消えて
行かれました。
平成29年の締めくくりに山口支部の更なる結束が図
れた、とても有意義な親睦忘年会でした。

上位入賞者

優勝 山野 宏治 様
２位 岡村
徹 様
３位 右田 善弘 様
何と、幹事の私が優勝してし
まいました。誰にでも優勝の
チャンスはありますよ。今年度
の山口支部ゴルフコンペは、こ
れにて終了とさせていただき、
来年度からはまた新しい幹事さ
んのもと開催されますので、皆
さんまた是非参加して下さい。
初参加の方も大歓迎です。

グロス
98
83
90

NET
70.4
71.0
72.0

支 部 だ よ り

新入会員のご紹介
株式会社 アーネストワン山口営業所
所長

安田

天祐

この度、山口県宅建協会

〒754-0014 山口市小郡高砂１-22グリーンコーポ熊本
TEL 083-976-2200 FAX 083-976-2202
国土交通大臣(4)6157
新山口駅

山口支部に入会させて頂きまし
バス P

入会に際し、ご推薦頂きました方々に心より御礼申し上げ

の発展に貢献できるよう努めて参ります。

長崎ちゃんめん

今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。

会
◎新規入会
・㈱アーネストワン山口営業所
代表者・専任取引士

安田

◎代表者変更
・NTT西日本アセット･プランニング
（新）西岡
（旧）桑木

員

天祐

和彦
秀久

の

動

山口調理製菓
専門学校

ポプラ

エミリア
熊本 P

山口グランド
ホテル P

わかばＰ

「マイホームを手に入れたいという夢を一人でも多くの
人々に叶えてもらいたい」という企業理念に基づき、山口県

ホテル

東横イン

一般車 P
山口グランド

ＹＩＣ

ます。

タクシーＰ

た、株式会社アーネストワンの安田天祐と申します。

MY 小郡ビル
YY ジョブ
サロン

株式会社アーネストワン
山口営業所

き

◎専任取引士変更
・㈲ナプラ
◎住所変更
・㈱リブプラス

（新）柿迫
（旧）岩藤

薫
強

（新）山口市吉敷下東３丁目４-５
（旧）山口市中央一丁目２-１

免許更新のお知らせ
商

号

免許有効期限

㈲長井不動産

H30． 2．28

㈱山陽

H30． 3．14

㈱大貴

H30． 3．21

㈲リトルサービス

H30． 4．14

㈲山永不動産

H30． 5．12

㈲オクノ不動産

H30． 5．18

㈲沖田不動産

H30． 5．22

免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課へ
提出下さい。
詳しい内容は山口県住宅課のWebサイトの「宅地建物
取引業更新の手引き」をご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html
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防
府

hohu

新年ごあいさつ
中川信広

防府支部長

新年あけましておめでとうございます。
すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し
上げますとともに、会員の皆様にとりまして、今年がよ
り良い年になりますことを衷心よりお祈りいたします。
昨年は、宅建業法改正によりテレビ会議等のＩＴを活
用した重要事項説明を10 月１日より本格運用を開始す
ることとなりました。また、レインズにおいても平成
30年１月５日より「取引状況の補足」の欄が入力必須と
なり、ＩＴを利用し物件情報の正確性や不動産取引の利
便性を推進されているところでございます。
支部としても研修会を通して、会員皆様にコンプライ
アンス意識の向上や専門的知識を習得していただけるよ
うに努めて参るとともに、支部ホームページのリニュー
アルを行い、消費者により見やすく、会員皆様には業務
を簡素化しつつ物件情報を広く告知できるサービスを構

築しました。そのほか、空き家無料相談窓口を設置し行
政とも協定を結び、空き家を所有している消費者の悩み
を解決できる体制を整えました。このことは、空き家を
有効活用することによって業界の活性化にもつながり、
信頼を構築することが出来るものと考えます。会員皆様
には各種事業に参画していただくとともに、会員間の信
頼を構築しながら今まで以上に支部運営にご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本年３月末をもって支部長の任を降りること
となりますが、３期６年間会員皆様にはご迷惑をおかけ
したこともあると思いますが、常に支部運営にご協力い
ただいたこと心より感謝申し上げるとともに、皆様方の
益々のご活躍とご健勝を心から祈念申し上げ、新年の挨
拶とさせていただきます。

講演会開催「こうすれば決まる!今どきのリフォーム」
法務委員

古河和子

平成29年９月21日㈭13時半から
15時半まで、防府グランドホテル
にて県本部の地域貢献・地域交流事
業での補助金を活用し「こうすれば
決まる！！今どきのリフォーム」～
空き室をなくす人気のリフォームと
は？選ばれる部屋へ～と題し、防府
支部では初めての、会員以外の大家
さん、リフォーム業者、一般の方も参加できる講演会を
開催し、90名の方に参加していただきました。
講師は女性空間デザイナーとして全国で活躍されてい
る坂田夏水さんをお迎えし、東京等、都会でのアパート・
マンションの空室問題解決事例や、ＤＩＹ型賃貸借の進
め方とＤＩＹリフォームの施工例を画像で丁寧にお話し
ていただきました。
現在、国土交通省のホームページには、個人所有の住
宅につき賃貸住宅としての流通を促進することを目的に
「ＤＩＹ型賃貸借のすすめ（坂田夏水さんがプロデュー
スされたBefore・After写真も掲載！）」
「ＤＩＹ型賃貸借
に関する契約書式例」が掲載されています。このことか
らも、これからの賃貸には欠かせない情報だということ
がわかります。
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参加いただいた大家さんの中には、これから「ＤＩＹ
賃貸」を検討したいと相談があったそうです。
また、会場入り口では、これからＤＩＹの参考にして
いただけるように、よりわかり易いビフォーアフター
の写真が多く掲載され、ＤＩＹの方法もしっかり描か
れている、
「セリフリノベーションの教科書」等、坂田
夏水さんの著書を販売し、お帰りの際に購入していた
だきました。
賃貸物件を仲介・管理している不動産業者にとっても、
所有者にとっても空室は悩みの種です。お客様に喜んで
いただき、選んでいただける部屋にする為に今回の講演
会は、不動産業者・大家さん・リフォーム業者と共に考
え、意識改革をしていくきっかけになったのではと思い
ました。

支 部 だ よ り

不当要求防止責任者講習開催
法務委員

古河和子

平成29年10月23日㈪午後１時30分から午後４時30分

ですが、全国や県内における暴力団の実態も３年前とは

まで、デザインプラザ防府にて「不当要求防止責任者講

変わっているように感じました。

習」を開催しました。

いつ、不当要求をされるかわからない私たち業者が、

暴力団の現状、暴力団追放センターの活動について約

最新の暴力団の情報を持ち、対応の仕方を研修で学ぶ必

２時間お話がありました。

要性を痛感した研修会となりました。

15分の模擬訓練では、防府支部会員の橋本龍太郎さん
が対応係、上田清侍さんが記録係、渡壁一邦さ
んが録音係として、暴力団員に扮した山口県警
部補の山寺さんと、シナリオ通りの激しいやり
取りでロールプレイングが行われました。
最近の暴力団員は山寺警部補のように、真面
目な雰囲気で物腰柔らかく来店するとのこと。
３年毎に開催することになっているこの講習

第４回防府支部研修会開催
法務委員

古河和子

平成29年11月20日㈪午後１時30分から、デザインプ

次に、28年度～29年度にかけて税制改正された事項

ラザ防府において第４回不動産研修会を開催しました。

を中心に、譲渡所得、居住用財産に係る特例、相続・贈

第１講「防府市空き家対策事業に伴う、空き家相談窓

与税、マイホーム取得の減税制度についてお話頂きまし

口事業について」

た。

第２講「税制改正について」

研修後に税務署講師の方へ直接相談をされる方も多

第３講「全宅住宅ローンについて」

く、年１回の税務研修は有意義な時間となりました。

まず、毎年県内の８支部一斉に行われる、ハトマーク

防府支部の研修会も、１月の研修で29年度最後となり

空き家無料相談会の開催の前に、防府市空き家対策事業

ます。支部会

に伴う空き家相談窓口事業について、防府市役所生活安

員の皆様によ

全課空き家対策室の河邉さんより、防府市の空き家の状

り新しい情報

況について昨年調査した結果を含めお話頂きました。

の提供を！と

それによると、防府市内の空き家の所有者のうち、約

企画しており

150件が「売却・賃貸等したいが具体的なことが決まって

ますので、是

いない。または不動産業者に依頼する予定である」との

非ご出席くだ

結果。不動産業者にとって興味深い話が沢山聞けました。

さい。

会

員

の

動

き

◎所在地変更
・田中建設㈱山口防府店

防府市千日２丁目７番24号２Ｆ → 防府市鞠生町６－６

◎退会
・㈲華陽不動産

正 会 員

◎専任取引士変更
・成長建設㈱

坂田

田村 京子

眞一 → 坂田英一郎
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周
南

shunan

新年のご挨拶
周南支部長

池田周太

新年明けましておめでとうございます。平成30年が

イド・イン・ジャパン」のブランドイメージが低下する

周南支部会員の皆様にとって実りある良い年となります

のは避けられません。今一度、勤勉で真摯な日本人であ

よう祈願致します。また、昨年度の周南支部事業である

ることを足元から正す必要を感じます。

価格査定・空き家相談会・忘年会には多数のご参加をい
ただき感謝申し上げます。

本年４月より中古住宅を取引する場合、建物診断（イ
ンスペクション）に関する説明が義務づけられます。住

本年もアメリカの「トランプ占い」に世界が巻き込ま

宅ストック市場を活性化させ、既存住宅を流動化するた

れる予想です。中国も強力な指導者のもと「強国」にな

めには「良質な物件を見極める基準」や「性能に関する

るための基盤作りをしてくると思われます。日本を取り

情報開示」が不可欠との見解により、安心できる取引に

巻く環境は増々混迷するでしょう。一方、我が国では、

結び付けるためにインスペクションの導入となりまし

昨年10月の衆院選は「野党の自滅」により、自民党が大

た。また、国土交通省は新たに認定制度「安心R住宅」の

勝し、日本の政治・経済の安定性が継続されることとな

運用を始めます。時代の流れを的確に読み、支部会員の

りました。第四次安倍内閣は①「人づくり革命」という

皆様に伝える・導くことが支部役員の大切な仕事だと考

消費増税による教育無償化②「生産性革命」というこれ

えています。

までの投資と何がどう違うのか、わかりにくい政策を発

本年も役員一同、周南支部の健全な運営に努めますの

表しました。アベノミクスにより、株式等を所有する一

で宜しくお願い致します。最後に４月の支部総会では役

部の資産家は金融資産を増やしましたが、実態経済には

員改選が行われますので、１名でも多くのご出席をお願

良実感がありません。また、ものづくりニッポンを支え

いして私の挨拶と致します。

てきた鉄鋼業・自動車産業における品質管理問題。
「メ

平成29年度第１回周南支部研修会
法務委員長

松尾泰治

開催日

平成29年９月21日㈭

場

周南地域地場産業センター

者役に㈱スマイエの兼子照章さん、㈱五郎丸の山崎圭吾

51名

さん、㈱ピーユニオンの井上博臣さんの３名の方が選ば

所

出席者

メイン研修のロールプレイング研修では、応対する業

れ、講師が扮する迫真の演技の暴力団員を前に、３名と

講義「不当要求防止責任者講習」
山口県警察本部
様

組織犯罪対策課

警部補

もやや緊張しながらもマニュアルに沿って冷静に応対し
山寺孝幸

他２名の方を講師にお招きし、暴力団の実態・動向

及び暴力団の不当要求に対する具体的対応要領について
の講義を行っていただきました。
３年毎におこなわれるこの講義では、年々手口が巧妙
化する暴力団の不当要求の実態や山口県内及び全国の組
織の実態などリアルタイムな暴力団の現状を知ることが
でき、日々の業務においての反社会的勢力の排除に対す
る意識付けを促される内容となっていました。
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ていました。

支 部 だ よ り

ハトマーク空き家無料相談会について
業務委員長

佐野

弘

恒例の県本部主催の「ハトマーク空き家無料相談会」

内容でした。又、その他の内他地域の物件の相談につき

が今年も11月23日に開催されました。本年は各事務局

ましては一般的なお話をさせていただき具体的なご相談

で相談会のみを開催するとのことで、例年の講演会がな

につきましては受持支部の事務局をご紹介させていただ

くどの程度の相談者がこられるのか読めないところがあ

きました。

りましたが周南支部では会議室に相談ブースを４ブース
設営して開催することといたしました。当日は９時30分

当日、相談員としてご協力いただきました会員各位に
はお礼申し上げます。

の受付開始から相談者がご来場になり10時の開催をまた

空き家対策は社会問題として今後ますますその対応が

ず来場順に相談を開始いたしましたが続々と相談者が来

重要になっていくと思われますがわれわれ宅地建物取引

場され一時、応接スペースも使って５人態勢で相談を処

業協会の会員として不動産の専門家としての社会貢献活

理いたしました。最終的に11組の相談者があり大変盛況

動として今後ますますの取り組みが必要と思われますの

でした。相談内容としては相続がらみの相談が４件で一

で会員皆様のより一層のご協力をお願いいたします。

番多く、中山間地域の処分について３件、その他４件の

新入会員のご紹介
株式会社
取締役社長

みうら

三浦

下松店

敏裕

〒744-0073 下松市美里町２丁目17-27
TEL：0833-45-5000 FAX：0833-45-5001
山口県知事(1)第3500号

弊社は、平成27年６月に貴協会へ入会させて頂いて以来、今日までいろいろと不動産業についてご
指導頂いて参りましたが、この度、周南支部２か所目となります『株式会社みうら下松店』を新たに入
会させて頂き、誠にありがとうございました。
以前より、増改築（リフォーム）の拠点を下松市と山口市に置いており、近年の中古住宅取引の需要
拡大に対応するため、新たに下松市に不動産の拠点を設け、この部門の機能を高めようと支店登録を
するに至りました。
私どもの会社は、まだまだこの業界における実績は乏しく情報もほとんどありませんので、引き続き協会の皆様方のご支援
をお願い申し上げると共に周南地区の発展に微力ながら尽力してゆく所存ですので、今後とも更なるご指導、ご鞭撻の程よろ
しくお願い致します。

25

岩
国

iwakuni

新年のご挨拶
岩国支部長

森口敏充

新年、あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、協会運営に深いご理解とご協力を賜り、
心より感謝申し上げます。
さて、昨年は、岩国市営住宅の指定管理入札が行われ、
我々宅建協会としても、将来の当協会の信頼を勝ち取る
ため、何が何でも宅建協会の代表業者で受けることを決
意し、昨年７月の入札に参加、今年４月より指定管理業
者となることが出来ました。
（一社）岩国公営住宅管理協
会として、６業者で今後５年間は、岩国市内全域の市営
住宅を全て管理することになりましたことを、ここに御
報告申し上げます。不動産業のプロとして、今までの経
験を生かし、岩国市の皆様に、今まで以上に安心して頂
けるよう頑張って参りたいと思っております。
また、山口県の社会貢献事業の一環である結婚応援プ

ロジェクトとして、昨年11月には、第２回目となる『い
わくに宅建カップリングパーティー』を開催致しまし
た。今後も第３回、第４回と続けていきたいと思ってお
ります。どうか皆様のご理解、ご協力の程、宜しくお願
い致します。
そして、今年４月１日より施行されます、インスペク
ション対応についても、研修会等、昨年に続き今年も
まだまだ開催していきたいと思っています。
（一社）山口
県宅建協会岩国支部が、これからも地域に信頼と安心を
お届けできるよう、会員一同更なる知識の向上と情熱を
持って邁進していきたいと思います。
終わりに、本年が皆様にとってすばらしい一年にな
りますことを祈念し、新年のあいさつとさせていただ
きます。

第２回カップリングパーティー開催
いわくに宅建結婚応縁団実行委員長

明木康賴

11月12日㈰ 宅建協会岩国支部における地域貢献事業
の一環として、去年に引き続きいわくに宅建結婚応縁団
第２回カップリングパーティーを白崎八幡宮境内にある
瀬戸内バイキング エグレッタにおいて開催しました。
当初は男女各20名合計40名での募集でしたが、有り難
いことに募集人数を大きく超える多数のご反響をいただ
き、最終的には男女各25名計50名にて開催する運びとな
りました。
当日は、先ず森口支部長に開催のご挨拶と、宅建協会
における当パーティー開催の主旨についてご説明頂いた
後、各１分半のツーショットでのトークタイム、その後
は立食形式でビュッフェバイキングを楽しんでいただき
ながらフリータイムへと進行し、参加者の皆様に自由に
ご歓談いただきました。
殆どが初顔合わせの方々ばかりのパー
ティーですから、ご参加された皆様も最初は
緊張した面持ちの様でしたが、会が進むにつ
れて賑やかな雰囲気となり、またエグレッタ
様にご準備いただいたお料理にも大変好評い
ただけたようで、全体的には明るく楽しい雰
囲気でのパーティーとなりました。
全体的な進行自体は昨年とほぼ同様に行い
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ましたが、初の試みであった前回開催時の課題や反省点
などを改善したのが功を奏したのか、昨年度は４組の成
立だったカップルが、今年度は６組のカップル誕生、さ
らに今回から別枠で新設した友達カップル枠も４組成立、
合わせて10組ものカップル誕生と、大盛況のうちに無事
終了することが出来ました。
とはいえまだ２回目の会ですし、新たな反省点や改善
すべき課題も山積みではありましたが、こうした人と人
とのご縁を繋ぐ取り組みは、我々の生業である不動産取
引に繋がる部分も非常に多く、我々自身にとっても大変
有意義な取り組みであると思うので、次年度も開催出来
るようであれば、引き続き岩国支部の定期的な取り組み
として今後も継続していきたいと考えています。

支 部 だ よ り

米軍住宅委員会開催
見室宜彦

米軍住宅委員長

平成29年９月13日㈬午後宅建協会岩国支部２階会議
室にて米軍住宅ミーティングを行いました。米軍側出席
者４名（通訳含む）、協会側出席者８名（通訳含む）でし
た。
今後も引き続き米軍住宅供給を円滑に進めるための質
疑応答がありました。

新入会員のご紹介
トラスト地所
代

表

八木

勝

〒740-0022 山口県岩国市山手町4-2-25
TEL：0827-28-6822 FAX：0827-28-6823
山口県知事(1)第3587号

この度、山口県宅建協会岩国支部に入会いたしましたトラスト地所の八木 勝です。異業種からの参
入にも関わらず暖かく迎えて頂き、衷心よりお礼申し上げます。
今後は宅建協会の皆様からご指導ご鞭撻を賜り、微力ではございますが岩国市及び周辺地域の活性
化に貢献できるよう尽力する所存でございます。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

釣り場放浪記

大物‼五目釣り

10月４日㈬６時、７人の釣り師が遊漁船「ゆきかぜ」に乗り組

す。まず、梅津プランニングの梅津さんがハマチを釣り上げまし

み、新港を出船しました。行先は上関沖の八島。狙う魚種はブリ、

た。しまった！先にやられました。もう残り時間がほとんどあり

ヒラメ等の大物につき、皆釣り場に到着する前から気合が入り

ません……。それは納竿の30分前でした。来た～！筆者の私にも

ます。

待望のアタリが。慎重に取り込んだのは、65㎝のハマチでした。

７時半頃釣り場に到着。いつもの様にまずは全員で撒き餌をし、

更に更に、その直後にまたアタリが。上がってきたのは、61㎝の

大物の餌となるアジの群れを集めます。水深は50ｍ程。大物を釣

待ちに待ったヒラメでした。正に納竿ぎりぎりの嬉しいヒットで

るにはグッドサイズ（大きすぎず大物が食いつき易い）のアジが

した。

釣れます。これは期待できると誰もが思っていたその時、ヒット
～‼

誰にヒット？

その人こそ、斉藤商事の斎藤さんでした。

爆釣の口火を切るのはいつもこのお方です。時間をかけ慎重にや

本日の釣果は、ブリ×２、ハマチ×７、ヒラメ×１でした。こ
れはもう、大漁と言ってよいでしょう。その後の小宴会はとても
豪華なものとなりました。

りとりし釣り上げたのは、なんと‼95㎝の「ブリ」でした。文句
なしの大物です。

（瑞穂不動産 森本）

次に大物を上げたのは、斎藤さんと背中合わせに釣り座を構え
ていた、森口不動産の森口さんでした。やはり時間をかけ慎重に
釣り上げたのは、これまた90㎝の「ブリ」でした。森口さんは初
の船釣りにしてこの快挙です。その後、釣り同好会会長の村川不
動産の村川さんはハマチを釣り上げました。さすが会長、いつも
そつ無く釣りますね！
アタリが遠のき、ポイントを変えても勢いが止まらないのが、
前述の斎藤さんと森口さんです。更に２匹ずつのハマチを追加し、
２人で３匹ずつ、計６匹となりました。野球に例えるなら、２人
とも猛打賞です。おめでとうございました。
（……Ｖ）
さあ、そうなると焦りが頂点に達するのが、まだ釣れていない
釣り師たちです。筆者もその中の一人でした。
（……苦笑）次はど
の釣り師が大物を釣り上げるのか、船上に緊迫した空気が漂いま
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柳
井

yanai

新年のご挨拶
柳井支部長

主計龍雄

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
平素より、支部の運営、事業にご協力頂きまして誠に
有難うございます。
さて、昨年を顧みますと、宅建業法改正に伴う既存住
宅状況調査（インスペクション）の準備、空家対策等様々
な問題に取り組んできました。特に、本年4月1日より
始まるインスペクションは、消費者が安心して既存住宅
の取引が行える市場環境の整備を行い、併せて、不動産
業に関する制度仕組みが専門化してきたなかでいかに宅
建業者の資質の向上を図るかが大事だと思われます。施
行まで後数カ月あります。既存住宅を扱う宅建業者とし
ては、消費者の利益保護のためインスペクションの周知

徹底をしていかなければなりません。また、空家対策は、
空家の特別措置法が施行したこともあり柳井市と協定を
締結しました。空家の情報が会員の皆様のビジネスチャ
ンスになるよう今後も柳井市と協議していきます。
さて、柳井支部は皆様もご承知の通り会員の減少が予
想されます。
支部の運営には安定した会員数が必要です。今期は会
費の値上げを皆様にお願いをしました。しかし、近い将
来同じ状況がおきるおそれがあります。より良い柳井支
部を次世代に継承するには避けては通れない問題です。
会員全員で真剣に考えていきたいと思います。
結びに、本年が皆様にとりまして、実り多き年になり
ますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

平成29年度ＤＶＤ臨時支部研修会
平成29年10月６日㈮に平成29年４月１日より施行さ
れた改正宅建業法について「既存建物取引時の情報提供
に関する規定」が来年４月１日より運用されることにな
りました。これに伴い、今後の取引の流れについて、建
物状況調査（インスペクション）及び瑕疵保険の活用等
を中心としたＤＶＤ研修会を「ベルゼ」にて開催いたし

ました。当日は
天候の悪い中、
19名の方が参加
されました。今
後も支部事務局にてＤＶＤ視聴ができますので、研修会
に出席できなかった皆さんはご連絡ください。

平成29年度価格査定
平成29年10月26日㈭支部事務局において標準事例地
の価格査定を行いました。13名の方が参加され、事例
地476ポイントをゼンリン地図１ページ毎に確認し、今
年度は大幅にポイントの見直しを致しました。100ポイ
ント以上の変更となり、新しく追加したポイントは参加
された皆さんで持ち帰りポイント毎に調査をして頂きま
した。大変手間のかかる作業で、お忙しい中ご協力して
頂いた会員の皆様には心よりお礼を申し上げます。
また、11月21日㈫の第２回価格査定では新規ポイン
トに合わせ、470ポイントの価格査定を行いました。ポ
イント毎に４～５名の査定員が査定しました。午後１時
から始まり、皆さんの経験と知識により午後３時に終了
しました。この価格査定は来年度以降も毎年実施致しま
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すので来年はより多くの会員
の皆様のご参加をお待ちして
おります。
尚、価格査定は県のホーム
ページ上よりできますので、是
非多くの会員の皆様に有効に
活用して頂きたいと思います。
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30

入
№

支部

免許番号

商
入

号

退
代表者

会
№

等

支部

免許番号

商

会

退

1

宇部

(1)3592

不動産＆行政書士オフィスときわ 志馬

敬

2

山口

大臣
(4)6157

㈱アーネストワン 山口営業所 安田

天祐

3

下関

(1)3596

㈱アール・イー・プロデュース 大筋

治

4

宇部

(1)3597

㈱リプラス

森

竜也

5

周南

(1)3500

㈱みうら

三浦

敏裕

下松店

退

(10)1450 ㈲第一不動産商事

鉄穴

昌克

2

防府

(10)1476 ㈲華陽不動産

田村

京子

会

下関

(8)1881

佐藤建設㈱

佐藤嘉太郎

4

周南

(6)2427

弘中不動産

弘中

健

5

宇部

(4)2919

㈲きらら不動産

村田

博子

6

周南

(2)3340

㈲コスモ設計

山本

悦生

丸茂

隆章

承

宇部

代表者

3

会

1

号

継

理由：個人→法人
1

旧

岩国

新

(1)3504

部屋ナビエステート

(1)3595

㈱アカラ

協 会 の 動 き
9月

10月

5

火 改正宅建業法

ＤＶＤ研修会

於 会館 出席者88名

8

金 改正宅建業法

ＤＶＤ研修会

於 会館 出席者66名

大分県宅建協会50周年記念式典・
於 大分 上原
21 土 祝賀会
山陽小野田市空き家セミナー・無料相談会 於 山陽小野田 石部、東原、大林

13 水 第３回法務委員会

於 会館 出席者９名

第３回総務委員会

於 会館 出席者11名

22 日 周南市空き家セミナー・無料相談会

於 山口 出席者197名

26 木 賃貸不動産経営管理士協議会総会 於 東京 上原

14 木
15 金

第１回山口県不動産研修会

熊本県宅建協会創立50周年記念
於 熊本 上原
式典・講演会

16 土 下関市空き家セミナー・無料相談会 於 下関 出席者４名
賃貸不動産経営管理士協議会
20 水 運営委員会

27 水

於 東京 上原

不動産関連制度改正等説明会

於 広島 尾村、神田

全宅連広報啓発委員会

於 富山 上原

27 金 平成29年度新規免許業者研修会

於 会館 出席者23名

28 土 萩市空き家セミナー・無料相談会 於 萩

竹内

30 月 第４回業務委員会

於 会館 出席者11名

31 火 山口県ゆとり協合同委員会

於 山口 神田

11月
宮崎県宅建協会50周年記念式典・
於 宮崎 上原
祝賀会

2

木

7

火 既存住宅流通促進登録制度説明会 於 福岡 尾村、神田

8

水 西日本不動産流通機構
企画システム委員会

柳井市空き家セミナー・無料相談会 於 柳井 主計、神田

29 金 不動産公正取引協議会連合会総会 於 北海道 上原

於 周南 佐野、村瀬

土地税制及び政策に関する要望活動 於 東京 林

10月
1

日 津村義康氏黄綬褒章受章祝賀会

2

月

6

金 岩国市空き家セミナー・無料相談会

於 広島 上原、林

第２回常務理事会

於 会館 出席者11名

第２回理事会

於 会館 出席者28名
於 岩国 松前

10 火 第４回宅建取引士法定講習会

於 会館 竹之内

11 水 監督員説明会

於 会館 出席者77名

14 土 長門市空き家セミナー・無料相談会

於 長門 河野

平成29年度宅地建物取引士
15 日
資格試験

防府、
於
出席者91名
山口

香川県宅建協会50周年記念式典・
17 火
於 香川 上原
祝賀会
19 木 苦情・弁済業務対応
20 金

於 会館 西村・白川

長崎県宅建協会50周年記念式典・
於 長崎 上原
祝賀会

10 金

於 福岡 尾村

愛知県宅建協会50周年記念式典・
於 愛知 上原
祝賀会

13 月 西日本不動産流通機構理事会

於 広島 上原

15 水 平成29年度中間監査

於 会館 出席者８名

17 金 第４回総務委員会

於 会館 出席者11名

19 日 賃貸不動産経営管理士試験

於 東京 上原

21 火

石川県宅建協会50周年記念式典・
祝賀会

22 水

富山県宅建協会50周年記念式典・
於 富山 上原
祝賀会

於 石川 上原

福岡県宅建協会50周年記念式典・
於 福岡 上原
23 木 祝賀会
ハトマーク空き家無料相談会
30 木 第５回業務委員会

於 ８支部
於 会館 出席者11名
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支部お薦めシリーズ
「周南工場夜景」

～SHUNAN

62

周南支部

FACTORY

NIGHT

VIEW～

周南市の沿岸部には全国有数の石油化学コンビナートが
広がっており、製造品出荷額は県全体の１/５を占め、県
経済を牽引する中心的な役割を果たしています。近年では、
工場群の幻想的な夜景を見て楽しむ工場夜景鑑賞が全国的
に脚光を浴びてきており、周南市も工場夜景を貴重な観光
資源として位置づけ、平成23年から陸上や海上から工場の
夜景を鑑賞するツアー商品が造成されるなど、官民が連携し
て夜型観光の推進に取り組んでいます。
現在では、周南市の工場夜景は「日本
十大工場夜景都市」に数えられ、晴海親
水公園から眺める工場夜景が日本夜景
遺産の認定を受けるなど、全国的にも高い評価を得ています。また、工場夜景の魅力を全国に発信
するため、平成28年に全国工場夜景サミット参加都市（室蘭市、川崎市、富士市、四日市市、尼崎

▲周南工場夜景 PR 動画

市、北九州市、周南市）が連携し、
「2月23日」を「工場夜景の日」として登録しました。
（※日付は、第1回目の全国工場夜景サミットが平成23年2月23日に開催されたことに由来しています。
）
周南工場夜景の魅力は、工場夜景をより身近に楽しむことができることです。JR徳山駅の南側に
広がる工場夜景は新幹線の中から楽しむことができ、市街地から近く、徒歩で気軽に向かえるビュー
スポットも幾つかあります。周南にお越しの際はぜひ幻想的な工場夜景の魅力に触れてみてくだ

▲新幹線から見た工場夜景 PR 動画

さい。

周南支部

時事
雑想

最近郵便受物が溜まった屋

二

割、高齢化で死亡者数が増加し、相続も増える「多死社会」
が、拡大傾向にある。所有者が不明の土地が増え続けると
2040年には720万haに達し北海道の面積に匹敵する。

あることが分かる。かつては

少子高齢化で相続する人がいないのか、未登記のまま、

住んでいた家族の笑顔が聞こ

街作りや防災の妨げになることは必至となる。所有者不明

えてきただろう。

の土地が少しずつ広がって行く光景はバブル期に地上げが

ら20余年が経過した。

街を蝕んでいった景色に似ていないか？
国土交通省は所有者不明土地に利用権を設定して公益的
な目的に活用する制度を創設する方針だ。

増田寛也元総務相らの民間研究会の推計によれば持ち主
が分らない土地は、地籍調査などからの推計で全国の約２

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

会長

修

た。庭は雑草が繁茂し空家で

い。日本国中が土地神話を信じ、地価高騰を支えた時代か

発行人

井

敷をよく見かけるようになっ

土地の値段は絶対に下がらない。家を買うなら今しかな

32

藤

上

原

祥

典

所有者の同意がなければ私有地には指一本触れさせない
という土地神話を考え直すべき時期に来ている。
〒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

法務委員長

西

村

俊

爾

