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倫　理　綱　領

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、
ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえること
を誓うものである。

　　１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任を
もって社会に貢献する。

　　２．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門
的知識の向上に努める。

　　３．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。

　　４．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。

　　５．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力
によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会

私たち「ハトマークグループ」は、みんなを笑顔にする
ために、地域に寄り添い、生活サポートのパートナーに
なることを目指します。

ハトマークグループ・ビジョン
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（一社）山口県宅地建物取引業協会、（公社）全宅保
証協会山口本部は平成30年５月25日㈮、山口県不動
産会館において、多くの御来賓をお迎えして定時総
会を開催致しました。箱崎総務副委員長の司会で始
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、祝電披露と続きました。そして３名の永年功
労者への表彰状贈呈の後に議長団選出があり、㈲清
水建設の清水謙治氏（下関支部）、アオイ不動産㈱の
松尾泰治氏の両氏を指命致しました。議長よりの定

足数の発表があり、総正会員数770名、出席正会員数
580名（内訳　会場出席者68名、委任状出席者512名）
の発表を受けて、議長は定款第26条第１項に基づき、
本会が有効に成立した旨を宣言し、議事に入りまし
た。本年は役員改選の年であり、新しい県理事、監
事が承認され、その新しい理事会において上原会長

（下関支部）が再び新会長に選出されました。議事は
無事に審議され、閉会の辞を松村副会長がされて閉
会となりました。

平成30年度　定　時　総　会

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29年度事業報告の件
　報告事項２　平成29年度公益目的支出

計画実施報告書の件
　報告事項３　平成30年度事業計画の件
　報告事項４　平成30年度収支予算の件
　
〔決議事項〕
    第１号議案　平成29年度収支決算承認

の件・監査報告
　第２号議案　役員選任の件

会長表彰受賞者
No. 支部 氏　　名 商　　号 功績、協会役員歴等

1
山口

西
にし

　村
むら

　俊
しゅん

　爾
じ

㈱アーバンエステート 副会長
法務委員長

2 尾
お

　村
むら

　成
せい

　一
いち

西京土地建物㈱ 業務委員長

3 岩国 森
もり

　口
ぐち

　敏
とし

　充
みつ

㈲森口不動産 副会長
法務委員長

第59回定時総会　スローガン

◎推進しよう　インスペクションと住宅瑕疵担保保険！

▼御来賓

▲表彰式贈呈▶

会長挨拶
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５月25日の総会にて２期目の会長をご拝命賜

りました。２期目という事で責任の重さを犇々

と痛感する次第です。平成28年、29年と会長就

任以来、振り返ってみますと光陰矢の如し、あっ

と言う間の２年間でした。会員はじめ役員、支

部、本部職員の皆様方のご支援とご協力のお陰

で様々な事業を執り行えました事。感謝御礼申

し上げます。一部不慣れな運営で、山口、宇部、

下関支部の職員、本部職員、役員、顧問税理士

の大原様には大変なご迷惑をお掛け致しました

事。心からお詫び申し上げます。今後は会員、

役員、職員が一つになり安心と信頼の絆を大切

にし、新しい事務局の構築に向けて体制準備を

整えて参りたいと思います。

国内の景気はアベノミクスの成果により着実

に回復し、雇用情勢は大幅に改善し企業業績も

過去最高益を更新し、景気回復の温かい風は地

方にも広がりつつあります。

山積する国内外の問題を解決していく外交政

策に強いイメージの安倍政権と自公,連立政権で

安定した政府に今後もデフレ脱却、景気拡大策

と政府の施策に大いに期待して参りたいと思い

ます。不動産業を取り巻く環境として３月に発

表された地価公示は住宅地の全国平均前年対比

0.3%プラス10年ぶりに上昇へと転じました。山

口県の和木町では20年ぶりに上昇、下関の秋根

新町では2.6%の上昇率を示し今後の業界発展の

明るさを示しました。

今年の４月より既存住宅活性化事業の本格的

な事業の幕開けとなり、山口県本部平成30年度

スローガン　推進しようインスペクシヨンと住
宅瑕疵担保保険！を掲げ、会員一同一丸となり、

既存住宅の取引の安心と安全の確保、取引量の

拡大、市場の整備に協力できますように期待致

します。住宅ブランド安心Ｒ住宅制度への参画

検討、ＬＩＦＵＬＬとの提携によるＨＯＭＥ,Ｓ

業者間サイトへの物件掲載検討やハトマークビ

ジョン山口の策定、公益社団法人に移行に関す

る勉強も本年度より始めます。空き家相談会の

充実、山口県では初めての開業支援セミナーの

開催等、収益事業の強化策として宅建サポート

センターの設立や会員交流事業の実施と大変楽

しみです。本部研修会では民法改正のポイント

や、正しい事業承継の計画等考えられています

が、各支部の不動産無料相談会の各支部対応の

均一化の再点検など沢山の事業計画案がござい

ます。皆様方のご支援。ご協力により様々な事

業が無事遂行出来、本年が将来素晴らしい協会

に発展していく礎の年度と成ります様に宜しく

お願い申し上げ就任の挨拶とさせて頂きます。

会長就任挨拶
会長　上 原 祥 典
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副会長・専務理事就任挨拶
　本年度皆様の推戴を得て、上原祥典会長が再任されるにあたり副会長という重責を
担うことになりました。明治改元150年の今年は、東京一極集中と地方との格差が更
に顕著になる中で、『地方再生』に向けて確かな一歩を踏み出すべき年と考えます。
　そのためにも先ずは足元を堅固にし、内外の負託に応えていくことが肝要と考えて
います。
　図らずも今期は、下関支部より県役員に多くの理事を輩出させて頂くことになりま
した。「誠心誠意」をモットーに、職責を果たして参りたいと存じますので、会員の
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

副会長

林　　眞一郎

　本年度の役員改選に於いて副会長という重責を引き受けました柳井支部の主計龍雄
です。
　過去二年間は、総務委員会、業務委員会、法務委員会と各委員会に出席しました。
各委員会とも協会、会員のために重要な課題に取り組んでいます。理事の皆様は、貴
重な時間を割いて協会運営を如何に良い方向に進めていくかを考えています。
　本年度、次年度と我々の業界は様々な変化があると思われますが、協会はその変化
に対応し会員に対していち早く情報を提供していかなければいけません。会員の充実
が協会の発展につながり社会に貢献できると考えます。
　これからの二年間は、上原会長の下、会員のための協会であるように微力ではあり
ますが努力していきます。会員の皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

副会長

主　計　龍　雄

　本年度の役員改選に於いて専務理事という重責を命じられ、身の引き締まる思い
です。
　さて、国は今後、経済、環境、資源、国民負担などさまざまな観点から、中古住宅
の流通市場を活性化し、厚みのある市場形成に向けて動き始めようと考えており、
2025年までに現在の中古住宅並びにリフォーム市場を倍増させる方策を掲げ、ス
タートしております。

　また、民法の改正について政府は施行日を2020年４月１日とする政令を閣議決定
致しました。明治29年（1896年）の制定から実に120年ぶりの大改正となります。
不動産業界に於いても改正の内容、対応について本年度より研修等を通じて理解を深
めてゆくことが大切です。

　さて、昨今「無くなる職業」が話題となっています。私たちの業界はどうでしょう
か。土地があり、人間が生活している以上「住まい」に関するプロフェッショナルが
必ず必要です。その為不動産業界は、決して「無くなる」業種ではありません。業界
を取り巻く状況や、市場ニーズの変化を「チャンス」と捉え、大胆にマーケティング
やサービスのテコ入れを作ってゆくことにより、必ず必要とされる存在です。

　最後に今後２年間、協会対会員の信頼関係の中、協会の社会的使命を果たす為、努
力してゆく所存でございます。会員の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し
上げます。

専務理事

西　村　俊　爾
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委員長就任挨拶

　この度、上原会長より総務委員長を拝命いたしました下関支部の西山です。総務委
員会の主な業務は、予算・決算・会費徴収・未加入業者の加入促進、関係団体との連
絡や折衝などいずれも協会運営を下支えするものであると思います。
　前期初めて総務委員長を仰せつかり、この2年間不慣れながらも、会員間の連携や
支援促進、総会や諸会議をどのようにすれば円滑な運営が行われるかを試行錯誤しな
がら務めさせて戴きました。この2年間の経験を生かし、会員皆様方のご理解・ご協
力を賜りながら協会発展のため、精一杯努めさせていただきます。会員の皆様のご協
力を宜しくお願い申し上げます。

　この度、上原会長の下、業務委員長の職を拝命させていただきました。既に会員の
皆様ご承知の通り、昨今我々の業界を取り巻く情勢は大きく変化をしています。既存
住宅瑕疵保険やインスペクション実施説明義務化、人口減少に伴う空き家対策、空き
店舗対策、居住困難者への対策等様々です。県業務委員会は、複雑化する一方の実務
を行う上で、会員の皆様が消費者からの信頼を損なうことのないサービスを提供する
事が最も重要な役割と認識しております。国土交通省の推奨するR住宅は全宅連を通
じ9月から利用開始の見込みとなっており、その受け皿となる環境整備もその一端で
す。価格査定システムの深化やハトマークサイト山口の利便性の向上。また居住支援
協議会や空き店舗活用操業応援ネットワークとの連携等々、取り組むべき課題も山積
の委員会ですが、より良いサービスの提供に向け、与えられた期間精一杯務めてまい
りますので、皆様のご支援ご協力の程宜しくお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせて
いただきます。

　向夏の候、会員皆様方におかれましては、ますますのご健勝の事とお慶び申し上げ
ます。
　このたび上原会長より、法務委員長に任命され、理事会で承認されました、下関支
部㈲清水建設の清水謙治と申します。副委員長は、長くさせていただいてきました
が、支部長でない私に、委員長をとの申し出にとても悩みました。８支部の内、５支
部の支部長さんが新任で、各支部長さんの事情もあり、副委員長の経験を買われての
推挙に、お引き受けする事としました。受けたからには、会員皆様にご迷惑を掛ける
事なく、前任の西村委員長に少しでも近付けるように、頑張っていく所存です。くし
くも下関支部では、法務委員会と情報提供委員会の委員長を、兼務する事となりまし
て、戸惑っていますが、しっかりと自分なりに頑張りたいと思っています。その為に
も、会員皆様方にご意見・ご指導をお願い致しまして、重ねてご協力をお願いしまし
て、法務委員長就任の挨拶とさせていただきます。

総務委員長

西　山　菊　市

業務委員長

塩　田　博　志

法務委員長

清　水　謙　治

法務委員会

業務委員会

総務委員会
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新役員紹介（平成30年度・31年度）

会長
上原　祥典

常務理事
浅川　幸則

理事
栗原　章浩

理事
小林　拓宏

副会長
林　眞一郎

常務理事
澤村　修一

理事
木原　隆一

理事
佐野　　弘

副会長
主計　龍雄

常務理事
尾村　成一

理事
竹下　雅樹

理事
松尾　泰治

専務理事
西村　俊爾

常務理事
上田　清侍

理事
右田　善弘

理事
竹之内早苗

総務委員長
西山　菊一

常務理事
箱﨑壽美枝

理事
山野　宏治

理事
松前　康宏

業務委員長
塩田　博志

理事
白川　　保

理事
渡壁　一邦

法務委員長
清水　謙治

理事
村田　幹夫

理事
片岡　謙一

理事　26名

監事
森田　久敏

監事
在間　正弘

監事
三牧　武彦

監事
森本　隆司

監事　４名
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山口県住宅課からのお知らせ

建物状況調査（インスペクション）を活用しましょう
平成30年４月１日施行の改正宅地建物取引業法により、既存住宅の取引において、重要事項説明書

に建物状況調査の実施の有無・結果を記載することなどが必要となりました。

●宅建業法改正のねらい
・不動産取引のプロである宅建業者が専門家による建物状況調査（インスペクション）の活用を促

し、建物状況調査の普及を図る。

・建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進する。

●建物状況調査（インスペクション）とは？
国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分

及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するた

めの調査です。

●建物状況調査（インスペクション）を実施するメリット

・ 引渡し後のトラブル回避

・ 競合物件との差別化が図れる 

・ 買主がより安心して購入の判断ができる

・ 買主がメンテナンスの見通しが立てやすい

●建物状況調査（インスペクション）の実施により期待される効果

新たな内容 期待される効果

①媒介契約締結時 宅建業者がインスペクション業者のあっせ
んの可否を示し、媒介依頼者の意向に応
じてあっせん

・インスペクションを知らなかっ
た消費者のサービス利用が促進

②重要事項説明時 宅建業者がインスペクション結果を買主に
対して説明

・建物の質を踏まえた購入判断や
交渉が可能に

・インスペクション結果を活用し
た既存住宅売買・瑕疵保険の
加入が促進

③売買契約締結時 基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に
確認し、その内容を宅建業者から売主・買
主に書面で交付

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡
し後のトラブルを防止

8



引用元：国土交通省「改正宅地建物取引業法の施行について」

9
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下関shimonoseki

宅建協会山口支部視察研修報告書
情報提供委員長　清 水 謙 治

　去る３月22日㈭に、会員の物件情報等の視察研修に、

林支部長と情報提供委員会のメンバー４人で、訪問させ

て頂きました。山口支部からは、西村支部長さんと平連

委員長さんに対応して頂き、山口支部さんの現状を、お

聞きすることが出来ました。

　山口支部さんでは、支部で手続き自体を行っておらず、

発行誌からの収入も取得していないとの事でした。ちな

みに下関支部では、会員全社にお知らせをして、広告を

募ります。その後は、業者と直接打ち合わせとなり、支

部に世話料がいくらか入るシステムです。山口支部さん

では、新聞折込とポスティングの２媒体をご利用してい

て、ポスティング（サンデー）は、発行者が個別に会社

を回って、営業されていると聞きました。新聞折込は、

掲載社数が少なくて、じり貧状態にあるそうです。下関

支部は、10年以上前から、ポスティング一本に変えてい

ます。新聞折込はとても高くて、ポスティングに変えて

半額以下になった事を覚えています。その当時は大評判

で、受け付け開始から30分で、締め切るといった状態で

した。しかし山口支部の西村支部長さんは、依然として

紙媒体の必要性は高い、と話されていました。業者間の

情報としてとても役に立つし、オーナー対策のために掲

載している部分もあると言われていました。西村支部長

さんの会社では、山口大学受験生のために、毎年数千部

の物件掲載誌を制作して、配られているとお聞きしまし

た。本になっているものは、なかなか捨てないと言われ

て、その通りだと思いました。チラシは捨てやすく、雑

本部新入職員紹介

　この度、山口県宅建協会本部でお世話にな

ることになりました松本朋子と申します。

　防府には三世帯同居で住みはじめて８年目

に入りました。３歳と１歳の娘がいます。

　趣味は、食べることと、温泉、ドライブ、

映画です。

　今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようよ

ろしくお願い致します。
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誌は持って帰る傾向が強いと思われ、下関でもモッテケ

（無料情報誌）の方が、反応が良いという話を聞きます。

　今回の山口支部訪問で、近年の下関支部のセンター

メールの問題点（人気の低落）について、解決策の何か

のヒントでもあればと思い、訪問させていただきました

が、どこの支部も苦労していることがわかりました。た

だ山口支部自体は、もうタッチしていないという話をお

聞きして、発行紙収入を得るために関わっている、下関

支部の方向性も含め、会員の為の物件情報を安く提供す

るために、支部の利益を度外視する事も、ありではない

かと思いました。そして物件情報紙の必要性を、消費者

中心と考えるのか、不動産業者中心と考えるのか、この

ことも委員会で、しっかりと議論していきたいと思いま

した。昨年度後半から、会員間情報の復活として、わが

委員会で取り組んできた事を進めることが、不動産業者

中心と考えた時の、センターメールは要らないという事

になるのかも知れません。しっかりと委員会の中で議論

して、考えていきたいと思います。

　今回、お世話になりました山口支部の皆さんに、心か

らの感謝の意を称しまして、お礼の言葉とさせていただ

きます。本当にありがとうございました
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下関shimonoseki

下関支部第６回通常総会報告
総務委員長　西 山 菊 市

　平成30年４月24日㈫ 午後１時30分より、下関市リサ
イクルプラザ３階の「第１研修室」において、“第６回 山
口県宅建協会下関支部通常総会” “第24回 下関地区宅建
業税務協議会定期総会” が、正会員158名に対して出席
者32名、委任状91通を得て合計123名により総会の成
立が宣言され開催されました。
　吉岡和昭 総務副委員長が司会を担当し、白川保 副支
部長より開会の辞、次いで国歌斉唱、林眞一郎 支部長
による挨拶、県本部 上原祥典 会長とご臨席頂きました
下関税務署 資産課税部門 統括国税調査官 御堂路彦 様
よりご挨拶を頂き、その後、白川保 副支部長の朗読に
合わせて倫理綱領の唱和、青松永哲 総務委員によりス
ローガン「一粒万倍」の説明に続き、10年以上本会の県
役員、支部役員としてご協力頂いた、いしみつ不動産　
石光悦子 氏、㈲大和不動産 大田耕一郎 氏に表彰状が贈
呈されました。
　又、植野善男 総務副委員長より報告事項 定款施行規

則「第２章 役員の選出方法 第９条」の一部改正につい
て説明があり、この件は３月５日の第７回 理事会に於
いて承認された事を報告された後に議長の選任に移り、
㈲武永不動産商事 武永康裕 氏と㈱西日本管財 木下史晶 
氏が議長に就任し議事録署名人に住土地の広場 関本掲
一郎 氏と㈱渡邊不動産販売 渡邊陽一郎 氏を指名されま
した。円滑な議事進行の後、片岡宗人 監事と石光悦子 
監事による監査報告がなされました。又、本年度は任期
満了に伴う役員改選年度のため立候補による理事13名、
監事候補者２名の名前を読上げ、会場に諮り承認を得ま
した。その後、新役員による理事会で林眞一郎 支部長
の再任が決まりました。会員の皆様のおかげで、速やか
に全ての上程議案が慎重審議の上、可決承認されました。
　ご承認頂きました事業計画・予算に基づき、鋭意事業
を執行して参りますので、会員の皆様におかれましては、
今後とも下関支部事業にご理解ご協力下さるようお願い
申し上げます。
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支部長挨拶
下関支部　支部長　林　 真 一 郎 

　去る４月24日開催されました平成30年度支部総

会において４期目の任期を頂きました。

30年度スローガン『一粒万倍』の如く、多大な成果

を得られるよう会員各位と共に精進して参りたい

と存じます。

　本年１月には支部創立60周年記念式典を開催、

現状を踏まえ『地域の価値を高める不動産業　既

存建物の活用とBuyLocal運動』と題して記念講演

を一般公開で開催しました。既存建物の利用を通

して通りを蘇らせ、価値をも高めて行くストーリー

は本市においても地域に望まれる有効な手立てで

あると存じます。

　行政との連携について、空き家に関する特措法

全面施行時に下関市と協定を結び開始した相談会

は30年度も継続して参ります。又市営住宅更新整

備方針を検討する協議会に続き、空き家対策審議

会に委員を派遣することになりました。本審議会

では、解体補助案件の外にセーフティネットの対

象となる物件の決定を担うものです。今後更に国

県市で創設され

る審議会等に参画して参ります。

　 又 、 業 法 改 正 に 伴 う 取 引 士 へ の 呼 称 変 更 、

四百万円未満の物件にかかる仲介手数料見直し、

重説の中でインスペクションにかかる事項が追加

されたこと等を踏まえ、研修の充実を図り、社会

の負託に応えて参ります。

　ここ二期に渡り、次世代を担う若手理事の参画

も頂きました。理事会並びに同好会等の活性化を

図ると共に、会員相互の親睦増進、情報共有を目

指して参りたいと存じます。

　本年度総会に於いて上原祥典氏が県本部会長に

再任され、懸案解決に向け挑戦して参ります。支

部も皆様のご理解とご協力を頂きながら、負託に

お応えできるよう支援して参ります。

末尾ながら、会員各位のご健勝と事業のご繁栄を

祈念し、ご挨拶といたします。
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宇部ube

平成30年度 定時総会開催
　平成30年4月20日㈮午後2時より、国際ホテル宇部に
おいて平成30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。
　議長団に東海不動産の高無氏、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。宇部

支部の平成29年度事業報告・収支計算書承認の件、及び
平成30年度事業計画・収支予算の件、どれも質疑もなく
賛成多数で可決承認されました。
　また、本年度は役員改選の年となりますので、選挙に
て選出された理事・監事候補者全員が賛成多数で承認さ
れ、総会は定刻に終了いたしました。ご出席の皆さま、
大変お疲れさまでした。新役員は以下のように決定して
おります。よろしくお願いいたします。

 新入会員のご紹介
株式会社　エクスプラン
代表取締役　 中崎　将利

〒759-0204　宇部市大字妻崎開作858番地１
TEL 0836-41-0155　FAX0836-41-0166
山口県知事(1)第3615号

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させていただきました株式会社エクスプランと申します。
　新築外構・リフォーム外構等、イメージの湧きやすいＣＡＤ図面を用いてお客様の快適なお庭づ
くりのご提案をさせていただいております。小さな会社ですが、とてもアットホームで一人一人が
自分の個性を活かしてのびのびと仕事しています。お客様満足度100％を目指し、社員一同、力を
合わせて頑張っていこうと思っておりますので、今後とも皆様のご指導の程どうぞよろしくお願い
致します。

支部役員のご紹介
支 部 長　　浅川　幸則 浅川土地建物事務所
　　　　　　（常務理事・県理事・総務委員会担当）
副支部長　　土岐山 雪絵 ㈾アイ・アール
副支部長　　村田　幹夫 ㈲不二商
　　　　　　（県理事・業務委員会担当）
理　　事　　栗原　章浩 ＡＫ住販
　　　　　　（県理事・業務委員会担当）
理　　事　　木原　隆一 ㈱Ｈｏｍｅｗａｙ
　　　　　　（県理事・法務委員会担当）
理　　事　　荒瀧　寛次 ㈲アイリス不動産
理　　事　　石部　智子 ㈲エステートいしべ
理　　事　　金井　健一 ㈲カナイ商事
監　　事　　在間　正弘 ㈱ザイマ
監　　事　　西村 創之介 長沢建設(株)
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早めのお手続きをお願いいたします（*^_^*）

○新規入会
　１．㈱エクスプラン 代表者　　　　中崎　将利
  専任取引士　　藤本　貴子

○代表者変更
　１．㈱オータニ アパ・マンセンター宇部店　
 （新）松田　節子
 （旧）志馬　　敬
　　　　　　　　　
○専任取引士変更
　１．藤本建設㈱ （新）石川　健二
 （旧）青木　育子

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

㈲不二商 Ｈ30． 8．23 Ｈ30． 7．23
㈱ハシモト Ｈ30． 9．26 Ｈ30． 8．26
ゆうき不動産 Ｈ30．10． 8 Ｈ30． 9． 8
原企画 Ｈ30．10．15 Ｈ30． 9．15
㈴安楽 Ｈ30．12．15 Ｈ30．11．15
㈲三盛 Ｈ30．12．27 Ｈ30．11．27
㈱Ｈｏｍｅｗａｙ Ｈ30．12．17 Ｈ30．11．17
不動産コンサルタントなびっく Ｈ31． 1． 5 Ｈ30．12． 5
㈲シマコー Ｈ31． 1．21 Ｈ30．12．21
豊栄建設㈱ Ｈ31． 1．21 Ｈ30．12．21
国本不動産商事 Ｈ31． 1．24 Ｈ30．12．24
㈱河野工務店 Ｈ31． 1．31 Ｈ30．12．31

新支部長挨拶
浅川土地建物事務所　浅 川 幸 則

　平成30年４月20日に開催されました、平成30年度（一
社）山口県宅建協会 宇部支部総会において、８名の理事
及び２名の監事の選挙結果の報告を松下選管委員長が発
表され、総会において承認されました。直ちに新理事に
よる理事会を行い、理事の皆さまに支部長の推薦を受け
ました。このような大役を受ける器ではありませんが、
次世代への橋渡し役としてお受けすることにいたしま
した。
　松村前支部長の下で３期６年間、副支部長として主
に業務委員を担当してまいりました。平成27年10月１
日より宇部市と「空き家対策」の業務委託契約を締結し、
現在まで２年半が経過しました。昨年度の相談案件は
28件ありました。そのうち実質再販で動いた件数は20
件で成約件数は６件あり、成約価格は2,180万円でした。
低廉な物件が大半ですが報酬額も見直されました。この

空き家が増えてくる社会現象を我々宅建業者のチャンス
ととらえて、事業展開を行う必要があると思います。今
年度４月からは宇部市と「空き家・空き地の管理」の業
務委託契約も締結しました。空き家・空き地の管理はい
ずれ売却することになれば、当然に依頼があると思いま
す。この社会貢献活動を会員皆様の事業としてとらえて
はいかがでしょうか。また、宅建業法改正に伴う既存住
宅のインスペクションのＤＶＤ研修会を昨年度から行っ
てきました。今年度も早い時期にこの研修会を行う予定
にしています。
　これから２年間会員の皆さまの「ご支援・ご協力」を
切にお願いいたします。理事の皆さまの「お力」をお借
りいたしまして会務運営に尽力いたします。はなはだ
簡単ではありますが支部長就任の挨拶とさせていただ
きます。

マラソン同好会
　３月18㈰にくすのきカントリーマラソンに出場しま
した。
　今回は期末のため仕事が入ったメンバーが多く、石本
住販の石本さんとオフィスときわの志馬さん、お二人の
エントリーでした。お二人とも10キロの部に参加され、
いつもながらの力走でした。ずっと走りを続けておられ
るメンバーに尊敬のまなざしです。カッコイイなぁ。次
の走りも楽しみにしてま～す。



16

支部長挨拶
萩支部長　澤 村 修 一 

　この度、萩支部長に再就任いたしました。これ

から２年間職務を粛々と努めます。当地域支部に

おきましては、重点事項として世代交代を図って

行きます。当支部の役員、会員のみなさん、この

ことをよく考えられますようお願い申し上げます。

地域支部である一般社団法人萩宅建協会という新

しい器ができていますので、世代交代という新し

い酒を盛ろうではありませんか。

　さて、不動産流通の円滑化について、中古住宅

（既存住宅）の流通円滑化が重要課題の一つである

と言われ数十年経ちました。表面も中身もずいぶ

ん変わりましたが、同種のものであるように感じ

る部分も多々あるように思います。変化が可能性

を生むのでしょう。

　宅地建物取引士に対する研修は、専門家のレベル

アップを通じて、間接的に不特定多数への役務の提

供がおこなわれ、一般消費者の利益の養護又は増進

に寄与することになるようです。平成30年２月15

日「公益法人制度について」の研修を受けて。

　不動産のプロとして宅地建物取引に係る事務に

必要な知識及び能力を維持向上に努めなければな

らない。宅建業法を遵守していればそれで事足れ

りというわけではありません。社会から、高いレ

ベルのコンプライアンスを求められます。宅地建

物取引業法（目的）第１条・・・・・その事業に対し必

要な規制を行うことにより・・・・・。がある中での

取引士とはどんな士でしょう。

　おわりになりますが、会員皆様の御協力なしに

は協会運営は成り立ちません。かさねて、できる

範囲での御協力のほどよろしくお願いします。

萩
hagi
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山口yamaguchi

平成30年度　山口支部定時総会開催
平 連 嗣 騎

　去る平成30年４月20日㈮10：00より山口市湯田温泉
のセントコア山口において平成30年度山口支部定時総会
が開催されました。
　小林儀貞理事の流暢な司会により次第に沿って総会が
進行され、西村俊爾支部長のご挨拶に続き、ご来賓の山
口市役所　市長代理　都市政策部　次長　原文男様、山
口税務署　副所長　松阪宜樹様、そして山口県土木建築
部住宅課　課長代理　民間住宅支援班主査　仲子裕也様
にご祝辞を頂きました。その後、６名の会員に対して表
彰状が授与され、加えて新入会員の紹介と入会のご挨拶
がなされました。
　ご来賓のご公務によるご退席の後、議長及び副議長の
選出に入り、議長にクリーンエステート株式会社の田原
智彦氏、副議長に株式会社ワイズコーポレーションの小
阪幸彦氏が選任され、定足数の発表後、議事の進行に入
りました。
　審議事項の山口支部の平成29年度事業報告・収支計
算書承認の件などが上程され、質疑応答の後に賛成多数
により承認されました。続いて、報告事項、平成30年
度事業計画・収支予算の件などもスムーズに報告がなさ

れました。
　また、本年度は支部役員改正の年となります為に引き
続き新理事の選出に移り、選挙にて選出された理事候補
者10名、監事候補者２名全員がこれも賛成多数で承認
されました。

　結びに、平成29年度でご勇退される西村支部長に対し
尾村新支部長より感謝状、記念品が贈呈され、会場は、
西村支部長が長年に亘り山口支部を牽引してこられた多
大なる功績に対する敬意と感謝の大きな拍手がいつまで
も鳴り止みませんでした。
　西村支部長、本当にお疲れ様でした。そして、これま
でのご厚情に対し会員を代表して心より御礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。

　総会は大きな混乱もなく定刻に終了致しました。ご出
席の皆様、総会のスムーズな進行にご協力頂き、ありが
とうございました。なお、新役員と新執行部の体制は以
下のように決定しております。
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山口yamaguchi

山口支部長　尾 村 成 一
　先の支部定時総会における役員改選におきまして理事に再選され、今年度より支部長職を受
けることとなりました。私が山口支部に加入させて頂いてからちょうど30年になります。その
頃はまだバブル終盤であり不動産市場も活発だったように思います。バブル崩壊後の不動産不
況は皆様ご承知のとおりです。現在大都市圏での不動産市場は活発の動きがあるようですが、
地方ではまだまだ横ばいの状況が続いているように思います。これからの地方の不動産業界は
少子・高齢化を見据えた対応が必要だと感じています。

　また、業界の世代交代も進んでいます。山口支部をみても、私が加入した30年前と会員数は約150社前後（正会
員・準会員等を含む）とあまり変わっていませんが、廃業・新規開業および代表者変更等で世代交代をした会員数は
９割を超え、代表者の変更なしは１割程度となっています。
　山口支部も今年の理事改選で理事定数10人のうち５人の新人理事が誕生しました。私も新人支部長です。不慣れ故
皆様にご迷惑を掛けることもあるかもしれませんが、皆様のご協力を頂き会員の皆様の利益と、一般社団法人として
の使命である社会貢献事業等を踏まえた支部の運営をしていきたいと思っています。これからも支部の運営・活動に
対しご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

就任ご挨拶

副支部長兼法務委員長　竹 下 雅 樹
　先の平成30年度山口支部総会におきまして、理事に選出され加えて副支部長兼法務委員長の
大役を仰せつかる事となりました。法務委員会は不動産無料相談会の運営、不動産情報紙の発
行案内、取引士資格試験業務への協力、会員の業務違反の防止策を主な業務としています。こ
れから２年間、支部長を補佐しつつ担当業務を精一杯努めさせていただきますので、会員の皆
様におかれましてはご指導を頂くとともに、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

業務委員長　山 野 宏 治
　この度の山口支部総会におきまして、理事に再選され、業務委員長の大役を初めて仰せつか
ることになり、責任の重さを痛感しております。支部長や委員会の方々に協力していただき、
努力していく所存でございます。
　今年度も、価格査定業務・情報交換会・空き家相談会等の行事がございます。会員の皆様には、
前年度までと同様に変わらぬご協力をどうぞよろしくお願い致します。　

総務委員長　右 田 善 弘
　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。
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支 部 だ よ り

 

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

◎新規入会
・㈱スタジオセンス
  代表者・専任取引士　　山本　尚志
・エヌイーティー㈱ 代表者　　　　鍋田　貞夫

 専任取引士　　鍋田　　暁
◎代表者変更
　・ミサワホーム中国㈱山口支店 （新）松浦　康治
 （旧）入江　義一
　・中国住宅建設工業㈱ （新）笠原　正治
 （旧）笠原　裕司
◎専任取引士変更
　・㈲三協 （新）平田　雅子
 （旧）平田　伯男
◎専任取引士退会
　・磯部工業㈱ 　　　岩崎　龍夫
◎住所変更

・㈲大内地所 （新）〒753-0214
 　　　山口大内御堀一丁目６番１号
・磯部工業㈱ （新）〒753-0214
 　　　山口大内御堀五丁目８番１号
◎FAX番号変更

・㈱美栄不動産 （新）（083）975-4438
◎退会

・昭和建設㈱ 渡邊　彰久

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

山口不動産(株) H30． 8． 6

中国住宅建設工業㈱ H30． 8． 8

㈲ニッセイ H30． 8．11

信和不動産㈱ H30． 8．17

㈲アージス H30． 8．31

ニューハウス H30． 9． 1 

㈲国近不動産情報センター H30．10．22

㈲大内地所 H30．10．30

百年住宅西日本㈱ H30．11． 7

西日本スリーク㈲ H30．11．15

 新入会員のご紹介
株式会社　スタジオセンス
代表取締役　 山本　尚志

〒753-0214　山口市大内御堀六丁目４番15号
TEL 083-934-5955　FAX 083-920-1011
山口県知事(1)第3614号

　この度、山口県宅建協会山口支部に
入会させていただきました、株式会社
スタジオセンスの山本と申します。
　宅建業者としましては駆け出しで、
右も左もわからない状況ではございま
すが、日々経験を積みながら、地域の
皆様のお役に建てる存在になれればと
思っています。
　今後とも皆様のご指導・ご鞭撻のほど
宜しくお願い申し上げます。

エヌイーティー株式会社
代表取締役　 鍋田　貞夫

〒754-0002　山口市小郡下郷793-3　中央ビル４階
TEL 083-902-5571　FAX 083-973-5572
山口県知事(1)第3616号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させて
頂きました、エヌイーティー株式会社の鍋田貞夫
と申します。
　変革の多い社会状況の今日、宅建業のあり方に
研究を重ね協会の皆様のご指導のもと日々勉強し
皆様と共に地域の発展の為に貢献して参る所存で
御座います。皆様からのご指導ご鞭撻を頂きなが
ら協会の一員として懸命に邁進したいと思います
ので、何卒宜しくお願い申し上げます。
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　平成30年４月26日㈭13時30分より、カリヨン203ルー
ジュホールに於いて、第32回防府宅建業税務協議会並
びに第８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38名、合計60名で開催された。
　藤村理事の開会宣言の後中川支部長から挨拶があっ
た。（有）第一不動産　梶山隆氏が議長に
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、全議案とも拍手多数
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５号議
案が上程され、全議案とも拍手多数によ
り異議なく可決された。

　その後、別室にて選任された理事により臨時理事会
が開催され、平成30年・31年度の支部長に㈱ウエダ　
上田清侍氏が就任した。
　上田新支部長より挨拶があり、砂原副支部長の閉会宣
言により総会は無事終了した。

　　　　　　　　　　　　

防府hohu

防府支部定時総会開催

新役員の紹介
（株）ウエダ　上 田 清 侍（支部長） 

　この度、理事の皆様からのご推薦をいただき、支部長の職をお預かりすることになりました。これからの２年間、
宅建協会防府支部の目的である「会員の資質向上」と「地域との情報共有」を中心とした支部運営を行うことで、お客
様と会員が抱える問題の解決に繋げ、双方の更なる利益擁護を行なってまいります。
　ぜひ、宅建協会防府支部の活動にご理解とご協力を賜りたいと存じます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

㈱リビルド
副支部長兼
総務委員長　橋 本 龍 太 郎
　先日の総会に於いて理事を拝命い
たしました。
　少子高齢化など日本全体を取り囲む
閉塞感の中で、業界に求められる役割
は今後さらに重要なものになると思い
ます。そのことを胸に微力ながら精一
杯業界発展のため活動させていただき
ます。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

誠和工営㈱
副支部長兼
法務委員長　金 田 練 二 郎
　この度、理事をお受けする事に
なりました。
　27歳で東京から戻り、お仲間に
入れて頂き32年が経ちました。
　任期中は、若い理事の邪魔をし
ない様に、サポートに徹します。
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◎代表者変更	 　
・㈲三和不動産　　江山　英之　→　江山　和子
◎専任取引士変更	 　
・㈱シンセイキ　　永田　剛毅　→　岩本啓太郎

会　員　の　動　き

 新入会員のご紹介
有限会社　宇多田
代表取締役　 宇多田憲治

〒747-0037　防府市八王子一丁目28-15
TEL：0835-22-7754　FAX:0835-22-3259
山口県知事(1)3613

　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（有）宇多田 の宇多田
憲治と申します。
　地域に貢献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、今後ともご指導の程よろしくお願いします。

華盛不動産㈲
総務委員　小 林 正 照
　何時も会員目線で物事を考え、提
案行動できるように頑張ります。

リンザイ㈱
総務委員　片 岡 謙 一
　新しく理事を務めさせていただき
ます。
　今後の不動産業界の動向を見据え
つつ、会員の皆様の一助となれるよ
う努力いたします。

まちかど不動産㈱
副支部長兼
業務委員長　渡 壁 一 邦
　この度理事を拝命致しました。
　微力ではございますが、支部の発
展に全力を注ぎ、会員の皆様のお役
に立てるよう努力して参ります。
　会員の皆様のご指導ご鞭撻の程、
何卒宜しくお願い申し上げます。

コーシン不動産㈱
業務委員　渡 邊 弘 信
　老骨に鞭打って頑張ります。
　宜しく、ご協力の程お願い致し
ます。

㈲中司不動産開発
業務委員兼
企画研修委員長　中 司 仁 史
　この度、理事を務めさせていた
だきます。
　よくわかっておりませんが、経験
者の諸先輩方にアドバイスをいただ
きながら務めさせていただきます。
　よろしくお願いいたします。

㈲第一不動産
法務委員　梶 山　  隆
　この度理事に再任をさせて頂き
ました。
　理事会活動から離れてブランク
はありますが、与えられた任務を
遂行してまいります。
　法務委員会では、会員の皆様に必
要な知識向上を目指して、研修等を
企画しようと思いますので、ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

㈱広政不動産
法務委員　廣 政  　努
　この度の防府支部総会にて、数年
ぶりに理事を拝命いたしました。微
力ではございますが、法務委員会の
一員として、会員皆様のお役に立て
るよう頑張ってまいりますので、宜
しくお願い致します。

アイテム㈱
監事　松 富 三 枝 子
　この度、監事を拝命いたしました。
　微力ではございますが、一生懸命
頑張りますのでよろしくお願い致し
ます。

華林ホーム㈱
監事　田 中 敏 靖
　この度、初めて監事に就任致しまし
た。頑張りますので、宜しくお願い致
します。
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周南shunan

支部長あいさつ
周南支部長　箱 﨑 壽 美 枝 

　平成30年４月27日㈮に開催された周南支部総会にお
いて、この度支部長に選任されました箱﨑でございます。
　支部会員の皆様におかれましては、平素より協会運営
にご理解・ご協力を賜り誠に有難うございます。
　今年度平成30年４月１日より施行された既存建物取引
時の情報提供の充実に関する規定について建物状況調査

（インスペクション）・瑕疵保険等、調査研究及び会員へ
の啓蒙活動として研修を実施し媒介契約締結時、重要事
項説明時、売買契約締結時に説明をし、安心して購入し
て頂けるよう取り組んでいき我々業者マナー・スキルの
向上を目指します。
　空き家対策はセーフティーネット法に基づく登録も始
まっています。信頼のもと相談されますよう誠実かつ情
報をしっかり把握し依頼者に利活用を働きかけ地域社会

に根ざした貢献ができれば幸いですが、我々の力ではど
うする事もできない相談があるのも事実です。人口減少、
少子化と課題山積が地方の悩みでもあります。
　毎年恒例の価格査定見直しは新南陽、周南、下松、光、
熊毛５地区をそれぞれ地域に詳しい経験豊かな業者が集
まり、精密かつていねいに適正な価格を周南支部総力を
挙げて実施し「価格査定システムは宅建業法上の業者が
価格又は評価額について意見を述べる時の根拠」となり
我々の財産として活用し守り続けたいと思います。
　「協会」対「会員」信頼構築にむけ「会員」対「会員」絆
を深め「協会」対「社会」安心・安全をめざし宅地建物取
引業の適正な運営の確保並びに健全な発展を量るととも
に公共の福祉に寄与することを目的としていろいろお役
に立つ宅建協会でありたいものです。

㈲下松不動産
総務委員長　小 林 拓 宏
　昭和55年この業界に入り、平成30年の節目で周南支部総務委員長を拝命いたしました㈲下松
不動産の小林と申します。バブルの風も少し感じる瞬間が在りましたが、その後、五倍返しの
ショックを受け今もその後遺症が続いています、しかしその経験を支部運営や後進の育成に少
しでも役立て、この業界が健全に発展出来る様今一度努力をして参ります

周南支部　各委員長　紹介

㈲佐野不動産
業務委員長　佐 野 　 弘
　前年度に続きまして新たに２年間、業務委員長を拝命いたしました。
業務委員会の活動として恒例行事の①価格査定、②空き家相談会、③インスペクション、瑕疵
保険の周知についての3つを重点事業として会員の皆様の営業活動に寄与できる事業を推進して
まいりたいと思います。
　皆様の各事業へのご協力ご参加をよろしくお願いいたします。

アオイ不動産㈱
法務委員長　松 尾 泰 治
　先般の周南支部定時総会において支部理事に任命され、また加えて前期に続き法務委員長を
仰せつかることになりました。あらためて責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでござ
います。法務委員会の主な事業は、不動産無料相談、会報の発行、研修会の開催、業者対象法
令指導に係る事項等です。２年間の法務委員長としての経験を活かし、さらに今期も支部運営
並びに会員の業務への支援のために微力ながら鋭意努力致す所存です。支部の皆様の温かいご
支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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平成30年度周南支部定時総会開催（平成30年4月27日）
　平成30年４月27日（金曜日）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30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 藤井律子様、周南市長 
木村健一郎様代理・地域振興部長 原田良義司様、徳山税
務署署長 森田正道様代理・統括国税調査官 山下展広様、
中国労働金庫徳山支店ローンセンター所長 境谷和典様の
ご臨席を賜り祝辞を頂戴いたしました。
　小林拓宏理事の司会により、倫理綱領唱和か
ら物故会員への追悼の後、いよいよ議事となり
ました。議事に先立ちまず議長の選出がなされ、
議長に富谷英司氏（富福不動産）が選任されまし
た。議長は定足数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29年
度の事業報告から平成30年度の事業計画までの
議事が報告または上程され、質疑応答の後にい
ずれの議案も賛成多数で承認されました。
　また本年度は理事及び監事の改選の年であり
ましたので、事前の選挙で選出されておりまし
た理事候補・監事候補が満場一致で承認を受け
た後、直ちに別室にて新理事による理事会が開

かれ、新支部長には箱﨑壽美枝氏が選ばれました。（組織
図参照）
　今年度も大きな混乱もなく、定刻に無事終了しました。
支部定時総会は年度の節目を飾る重要な支部行事であり
ます。毎回委任状を含めた定足数は満たされ総会は有効
に成立しておりますが、さらに多くの会員間で活発な意
見の飛び交う総会を目指しております。有意義な総会の
開催を図るためにも、次年度も多くの会員の皆様の出席
をお願い申し上げます。
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岩国iwakuni

岩国支部長　塩 田 博 志
　平素より支部の運営に関しまして多大なご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。去る平成
30年４月の一般社団法人山口県宅建協会岩国支部定時総会において、支部長を拝命させていただく
こととなりました。森口前支部長の後を受け重責を担うこととなり、身が引き締まる思いです。
　今まさに業界を取り巻く情勢が大きく変化をしています。既存住宅瑕疵保険やインスペクショ
ン、空き家問題、全国賃貸不動産管理業協会への取り組み、レインズやハトマークサイト山口の
運用、価格査定システムの深化等々、支部としましては会員の皆様に対して実務に即したより正

確な情報の提供をする役目があると考えています。不動産業界の社会的使命を自覚し、一般消費者に対してこれまで
以上に安心安全な取引を提供して頂けるよう精一杯努めて参ります。また、大きな課題として世代交代の時期を向か
えている業界において、支部活動の現場に若い実働層により深く関わっていただける仕組みを構築していきたいと考
えています。先輩方の知識を糧に、若い世代がよりパワフルに活躍できる支部になるよう頑張って参りますので、会
員の皆様ご協力の程宜しくお願い致します。
　結びに会員の皆様のより一層のご活躍をお祈り申し上げまして就任のご挨拶とさせて頂きます。

就任ご挨拶

業務委員長　松 前 康 宏
　この度、岩国支部総会におきまして支部理事ならびに業務委員長を仰せつかりました。これま
で業務委員を経験してまいりましたが初の委員長という大役に不安と身の引き締まる思いが交錯
しております。これまでの経験を活かしながらも日々精進し支部の皆様のお役に立てるよう努力
してまいります。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。

総務委員長	　田 中  　優
　この度塩田支部長のもと、総務委員長という大任を仰せつかることになりました(有)シー・エス・
ジェイの田中と申します。前々期に3年間総務委員長としてさせていただいた経験を生かして、諸
先輩方や会員の皆様にご協力を得ながら、一つずつ確実に事業をこなしていきたいと考えており
ます。その中でも特に支部会員皆様の営業活動にお役に立てるよう支部及び本部講習会を重点事
業とし、行政や関係団体との連携を図り、幅広い情報を会員皆様に提供できるよう努力して参り
ます。どうぞ会員皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

副支部長	兼	事務局長　見 室 宜 彦
　平成30年４月19日通常総会において、理事に再選され、今年度より２年間副支部長兼事務局長
の大役を仰せつかり、責任の重さを痛感しております。このたびの改選により大きく人事が変わっ
たため、新支部長をできる限り補佐し、支部の発展に貢献できるよう精一杯努めてまいる所存で
あります。会員の皆様方のご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

法務委員長　竹 之 内 早 苗
　岩国支部　法務委員長を拝命致しました株式会社アークプランの竹之内早苗でございます。
　引き続き法務委員長という重責を担わせていただくこととなり、改めて身の引き締まる思いで
あります。
　平素より会員の皆様のご協力を頂き誠にありがとうございます。
　法定講習やキャリアパーソン等の研修を通じて会員の皆様のスキルアップにお役に立てればと
思っております。

　法務委員長としての業務を精一杯務めさせていただき、岩国支部向上や発展に努めて参りたいと存じます。
　本年度も宜しくお願い致します。
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支 部 だ よ り

平成30年度通常総会開催
　平成30年４月19日㈭10時より岩国市福祉会館にて第
７回（一社）山口県宅建協会岩国支部通常総会が開催さ
れました。
ご来賓に岩国市長　福田良彦様、岩国税務署個人課税第
三部門統括国税調査官　実藤仁志様、㈱日本政策金融公
庫岩国支店支店長　三浦　博様をお迎えしました。
　総会の中で、役員を10年務められた、㈲廣兼商事　廣
兼頼子様、㈲見室不動産　見室宜彦様、㈲シー・エス・ジェ
イ　田中　優様、㈱塩田不動産　塩田博志様へ感謝状の
贈呈があり、今回理事を退任される㈲斉藤商事　斎藤正
則様、㈲田中不動産　田中孝敏様へ功労賞が贈呈されま
した。
　定足数は100名の正会員の内、出席者40名、委任状41
名の計81名で総会が成立しました。議長には、㈱和木不

動産　岡本秀之さん、㈲ハジメプラン　羽村一重さんが
務められ、Ｈ29年度事業報告・決算承認の件、Ｈ30年
度事業計画・予算の件、などいずれも賛成多数により承
認されました。
　また、今年度は役員改選の年であり、新理事12名、新
監事２名が選出され、新支部長に㈱塩田不動産　塩田博
志さんが就任されました。（組織図参照）
　そして永年に渡り支部長を務められ、今回ご勇退され
る森口前支部長へ、塩田新支部長より感謝状が贈呈され
ました。森口前支部長、長い間ありがとうございました。
　総会は滞りなく終了致しました。ご出席の皆様、大変
お疲れ様でした。
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柳井yanai

平成30年度柳井支部総会開催
　平成30年４月27日㈮午後２時より柳井市文化福祉会
館（集会室）において平成30年度柳井支部総会が開催さ
れました。当日は18名の方が出席されました。

　福田監事の開会の辞の後、中村総務委員長の司会に
より式次第に沿って総会が進行されました。議長は、
㈱ティーレックス　主計龍雄氏が務められ、定足数の発
表後、平成29年度事業報告、収支決算報告の承認の件
が一括上程され、監査報告後質疑なく賛成多数により可
決されました。また本年度は役員改正の年で有り６名の
理事と２名の監事が決定し、直ちに新理事による理事会
が開かれ、新支部長には主計龍雄氏が選ばれました。い
ずれの議案も賛成多数で承認され福田監事の閉会の辞で
閉会いたしました。
　ご出席の皆様、大変お疲れ様でした。

ミサキホーム
代　　表　　 児房　貴志

〒742-0033　山口県柳井市新庄1076-1
TEL：0820-25-3840　FAX：0820-25-3841
ＨＰ：http://misakihome-k.com/

　平成30年度総会にて、柳井市宅建協会の理事に就任いたしましたミサキホーム　
児房　貴志と申します。
　柳井市で開業させていただき７年目を迎えました。様々なお客様のお手伝いをさせ
て頂くなかで、日々驚きと喜びを感じております。
　今後もお客様にご満足頂けるよう、また宅建協会並びに不動産業界の発展のために
精神誠意努めてまいります。
　何分にもまだまだ未熟者でございますので、会員の皆様のご協力、ご鞭撻の程宜し
くお願い申し上げます

【新理事の紹介】
支 部 長 ㈱ティーレックス 主計　龍雄
副支部長 437宅建 岡野　洋典
理　　事 ㈱明和産業 福田　洋明 ㈲サンクス 秋田　京子
 中村工業㈱ 中村　昌幸 ミサキホーム 児房　貴志
監　　事 福田土地建物取引事務所 福田　貞彦 ㈱マツムラハウス 松村　正勇
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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30年８月７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12月12日から平成31年２月６日までの更新の方
■案内発送日：平成30年６月13日㈬

■日　　　時：平成30年10月９日㈫
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が平成31年２月７日から平成31年４月８日までの更新の方
■案内発送日：平成30年８月22日㈬

■日　　　時：平成30年12月11日㈫
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が平成31年４月９日から平成31年６月10日までの更新の方
■案内発送日：平成30年10月24日㈬

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。

【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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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 防府 (1)3613 ㈲宇多田 宇多田憲治

2 山口 (1)3614 ㈱スタジオセンス 山本　尚志

3 宇部 (1)3615 ㈱エクスプラン 中崎　将利

4 岩国 (1)3612 ㈱リエール 保坂　新吾

5 下関 (1)3608 ㈱ＺＯＮ 窪薗　誠也

6 山口 (1)3616 エヌイーティー㈱ 鍋田　貞夫

7 下関 (1)3617 鶴里運輸㈱ 里富　一成

8 萩 (1)3619 ㈱維新不動産 辻村　康司

9 防府 (1)3620 ㈱インスパイア 渡邉　一徳

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 周南 (13)675 松本不動産㈱ 松本　一郎

2 下関 (10)1718 ㈱大庭工務店 大庭　昭七

3 山口 (7)2398 昭和建設㈱ 渡邊　彰久

4 周南 (7)2247 ㈲COLeコーポレーション 福田　浩章

5 下関 (4)2954 ㈱室田組 室田　義昭

6 岩国 (3)3066 ㈱ジェイ・プランニング 中村　　誠

7 柳井 (3)3192 ㈲みつわ不動産 渋瀬　清治

8 周南 (2)3346 杉村不動産 杉村　龍男

入　退　会　等

協 会 の 動 き
3月

1 木 第７回業務委員会 於 会館 出席者９名

2 金 職員採用面接 於 会館 上原、西村、
松村、西山

8 木 全宅連中国・四国地区連絡会 於 下関 上原、林

9 金 第６回総務委員会 於 会館 出席者８名

14 水 試験事務説明会 於 東京 山近、野村

15 木 第５回常務理事会 於 会館 出席者10名

16 金 平成29年度第２回全宅連西日本
地区指定流通機構協議会理事会 於 広島 上原

21 水 伊藤博氏旭日中綬章祝賀会 於 愛知 上原

22 木 全宅管理理事会 於 東京 松村

23 金

全宅連・全宅保証理事会

於 東京
上原

全宅連中国地区会長会

政治連盟　第３回役員会 林

自民党宇部支部奮起を誓う会 於 宇部 松村

26 月 第５回理事会 於 会館 出席者20名

31 土 德嶺春樹氏黄綬褒章受章祝賀会 於 沖縄 上原

4月

4 水

第１回広報啓発委員会

於 東京 上原賃貸不動産経営管理士協議会第６
回運営委員会

9 月 全宅連安心Ｒ住宅説明会 於 東京 上原、西村、
尾村

4月

10 火 第１回宅地建物取引士法定講習会 於 会館 白川

16 月 第１回法務委員会 於 会館 出席者９名

18 水 第１回業務委員会 於 会館 出席者10名

26 木
期末監査会 於 会館 出席者８名

第１回総務委員会 於 会館 出席者９名

5月

8 火 山口県居住支援協議会監査会 於 山口 山近、野村

10 木

期末監査会

於 会館

出席者８名

第１回幹事回（政治連盟） 出席者７名

第１回常務理事回 出席者10名

第１回理事回 出席者29名

17 木 やまぐち三世代同居・近居推進協
議会　第３回総会 於 県庁 上原

18 金 中国地区不動産公正取引協議会　
期末監査 於 広島 清水

25 金 第59回定時総会 於 会館 出席者70名

31 木

全宅連・全宅保証・全宅管理　
理事会

於 東京
上原、松村

第１回役員会（政治連盟） 上原
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時事
 雑想

支部お薦めシリーズ
64

萩 支 部

　今年は、明治元年から起算
して満150年の年に当たり、
これを記念して全国各地で明
治に関連した様々な事業が展
開されています。明治からの
歩みを次世代に継ぐことや、

明治の精神に学び日本を再認識することは大変意義深い事
かと思われます。
　明治維新胎動の地と称される萩市では　近年まで授業が
行われていた旧明倫小学校を改名して昨年3月に改装オープ
ンした「萩・明倫学舎」があり、明治維新の先駆者達が志を
立てた藩校明倫館の跡地にも因み、「萩物語」を伝える拠点
として昨今各方面からの来客者で賑わいをみせています。

　また、長門市油谷にある「元乃隅稲成神社」は昭和30年
に建立され、歴史は浅いものの、アメリカのニュース専門
放送局・CNNが　2015年3月に発表した「Japan's 31 most 
beautiful places」（日本の最も美しい場所31選）に選ばれ、
特に「龍宮の潮吹」側から100ｍ以上にわたって並ぶ123基
の鳥居は圧巻で昨年は100万人の観光集客をした名所でも
あります。
　その他、萩地区には「世界遺産コース」「ゆかりの地コー
ス」「萩城下町コース」等、長門地区には「金子みすゞ記念
館」、絶景スポットでは「元乃隅稲成神社」に加え「青海島」

「千畳敷」等多くの名所が点在しています。
　食には山海料理、宿泊には温泉郷、楽しみ方色々な北浦
散策を、職場で・ご家族で是非お楽しみください。

萩支部　竹　内　重　信

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
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「菊ヶ浜と指月山」　
目の前に美しい日本海が広がる白砂青松の海岸は、「日本の夕陽百選」の一つに選ばれた絶景スポット

　菊ヶ浜は、萩の三角州の日本海側に広がる白砂青松の海岸で、晴れた日には沖合の島々を眺めることができる絶好
のロケーションでもあり、一帯は北長門国定公園に指定されています。
　砂浜から一望できる指月山は、旧萩城本丸の一部であり、かつては山の頂上に要害が、麓に御殿や天守閣が築かれ、
国の史跡「萩城跡」にも指定されています。
　また、古くからの海水浴場として知られ、現在で
も海水の透明度も高く、環境省の「快水浴場百選」
にも選ばれるなど、現在も市内外から訪れるたくさ
んの人で賑わいます。
　今、維新胎動の地として「明治維新150年」を迎える
萩。新しい日本の夜明けを夢見た若き幕末維新の志士
たちは、菊ヶ浜に浮かぶ夕陽を眺めながら新時代の到
来を夢見ていたのではないでしょうか？
　皆様も、萩にお越しの際には幕末維新の志士たち
が日本の夜明けを夢見た土地で歴史の風を感じてみ
てはいかがでしょうか？

晴れた日の菊ヶ浜海岸

1960年代の海水浴の様子(萩博物館所蔵) 萩市民による河川海岸一斉清掃 江戸時代の絵画に描かれた菊ヶ浜
と指月山（「萩丁割絵図」一部、
山口県文書館所蔵）

北浦散策のお薦め

32




