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会　長　上  原  祥  典

平成３１年謹賀新年

謹んで新春のお慶びを申し上げます！大きな夢と希望を
抱き輝かしい新年をお迎えになれた事と存じます！皆様方
の本年度のご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます！

昨年は本協会の様々な諸事業にご理解とご協力を賜わり
厚く御礼申し上げます！西日本豪雨でお亡くなりました方
のご冥福と、被災者の皆様方のお見舞いを謹んで申し上げ
ます。また県住宅課との災害協定に基づき被災者と民間賃
貸住宅の契約に御尽力頂きました、岩国支部には心から御
礼申し上げます。安倍晋三第四次内閣が誕生し歴代の首相
の在任期間を更新しつつ、安定した政権運営、外交、経済
政策に活躍されていますが、今後も大いに期待したいと思
います。インバウンド効果により大都市圏、全国平均地価
公示も上昇しております。雇用も大きく改善されデフレを
脱却したと言っても過言ではございませんが、人口減少、
高齢化、空き家問題、政府の政策による働き方改革の推進、
society5.0、lot.ビックデータ、A I.ロボットによる技術革新
が進行し、高度化劇的に変わる第５期科学技術基本計画に
より超スマート社会の到来で都市構造や産業構造に大きな
インパクトを与える、我が国が目指す未来社会に順応でき
る様になりたいと思います。

今年は己亥(つちのとい)歳ですが、この年は現在の繁栄
を分散しないように気をつけ守りに徹したほうがいいとい
われています。今年は統一地方選、参議院選挙も行われま
す。それから来年は役員改選もございます。今年は次の言
葉を教訓として役員一同頑張って参りたいと思います。[至誠
にして動かざる者未だ之れあらざるなり]吉田松陰の愛した
言葉です。これから会員や職員、お客様に真心を持って接
して参りたいと固く心に誓った所です！

昨年１月１日に空き家等の低額物件の流通促進を目的と
して媒介報酬額の業法改正が施行されましたが、会員の皆
様方いかがでしょうか？弊社は取り扱っている車の入らな
い物件が多いので成約すれば18万円と消費税が受領可能な
のでこまめに物件の案内はやっています。

４月１日施行された、既存住宅取引に係る改正宅建業法
のインスペクションの実施の有無についての説明は、弊社
にいたっては殆んどインスペクションを実施しない場合が
多い様に思えます。この度山口県宅建政治連盟では、イン
スペクションと瑕疵保険の費用の助成金を宅建県議団経由
で山口県に陳情していますので助成金を活用し、安心と安
全な取引を目指して積極的にインスペクションや瑕疵保険
の実施をお願い致します！

民泊新法制定されましたが、山口県ではまだまだインバ

ウンド効果は現れてないように思いますが、アイデア次第
ではと思う時もあります。新住宅セーフティネット制度の
説明会も県内で２回程実施されていますが、効果はまだ上
がってない様に思いますので、今後、是非活用し山口県居
住支援協議会の事業や、三世帯同居近況パスポート事業に
も御協力して頂きたいと存じます。

国交省の安心Ｒ住宅も始まりましたが、もう登録されま
したか？全宅連では買取再販からスタート致しましたが、
始まったばかりで、申し込みはまだ僅かな状態です。

来年の４月１日には民法改正されますので、今年は民法
改正の勉強に全力でやらなければと考えています。

10月に消費税が10パーセントになりますが、全政連では
その対応策として、ローン控除の拡充、その要件の緩和措
置等要望しています。我々経営者は消費税が上がろうと、
どのような事が起きましても、生き残り、勝ち残らなけれ
ばなりません！今年も会員皆様方と手を携え、切磋琢磨し
て参りたいと存じます！

昨年の11月１日に全宅管理の山口県支部が誕生致しまし
た。賃貸管理から売買仲介、建築リフォーム仕事が発生致
します。賃貸の専門的能力の向上は勿論ですが、業績の向
上に発展する、地域と密着した農耕型の地道なビジネスで
す。現在は会員数74名ですが、80名、将来は100名に会員
拡大して参りたいと思います。会員皆様方のご協力をよろ
しくお願いします。

現在、全宅連の指導で激動と変革の時代を乗り越えて行
く為の指標として、ハトマークビジョン山口版を作成中で
す。春の総会では発表致します。作成にご協力賜わりました、
役員の皆様方、担当職員のお陰とこの紙面を借り心から御
礼申し上げます。

今年は会員支援の為の宅建サポートセンターを作り上げ
たいと計画を立てていますので、今年も役員や会員皆様方
のより一層のご協力とご支援を賜れますようにお願い申し
上げるとともに宅建協会山口県本部ならびに各支部の益々
のご発展を祈念申し上げ新年のご挨拶と致します！
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山口県知事　村  岡  嗣  政

平成31年

知事年頭あいさつ

【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。

昨年は、明治改元から150年にあたり、山口県にとっても
大きな節目となる年でした。

明治150年プロジェクト「やまぐち未来維新」として、様々
な取組を展開しましたが、その中核イベントとして開催した

「山口ゆめ花博」には、目標の50万人をはるかに上回る136
万人を超える皆様に御来場いただき、大きな成功を収めるこ
とができました。

皆様から頂いた御支援と御協力に改めて心から感謝を申
し上げたいと思います。

この「山口ゆめ花博」の成功を、本県が未来に残す大きな
財産とし、開催を通じて得られた成果が、都市緑化の推進や
新しい公園の利活用、さらには、産業や観光の振興、県民活
動の促進、未来を担う人材の育成など、様々な形で実を結び、
新たな「県づくり」、「人づくり」につながるよう、しっかりと
取り組んでいきたいと考えています。

その一方、昨年は災害等への対応が求められた年でもあり
ました。

７月の西日本豪雨災害では、県東部を中心に大きな被害が
生じ、10月には、外国船の衝突により大島大橋が損傷し、１
か月以上にわたり、橋の車両通行規制や周防大島町全域の断
水を余儀なくされました。

県では、こうした災害等からの復旧・復興に向けて、全力
で取り組んでいます。この中で、周防大島については、深刻
な影響を受けた観光や経済面の早期復興を図るため、割引宿
泊券やクーポン券の発行などによる「周防大島復興支援パッ
ケージ」を展開していますので、是非、県民の皆様にも応援
をいただきますよう、お願いいたします。

【３つの維新】
今年は、新たな総合計画となる「やまぐち維新プラン」に

基づく施策を本格的に展開していく年となります。

県政には、人口減少問題をはじめ、様々な課題があり、加
えて、産業構造の変化に伴う地域間・国際間の競争の激化、
頻発する大規模自然災害、さらには、「第４次産業革命」とも
言われるかつてないスピードで進む変革への対応など、本県
を取り巻く環境は一段と厳しさを増しています。

しかしながら、私は、こうした中にあっても、山口県には、
困難を跳ね返す力とチャンスがあり、県の持つ強みを活かし、
潜在力を余すことなく引き出しさらに伸ばしていくことで、
必ず活力に満ちた未来を切り拓いていくことができると考え
ています。

このため、維新プランにより、直面する課題に立ち向かい、
活力に満ち、将来に希望を持って暮らすことのできる山口県
を創っていくため、本県の強みを最大限に活かし、活力の

源となる産業力を伸ばす「産業維新」、潜在力を活かし、人
やモノの流れを飛躍的に拡大し、県を活性化する「大交流維
新」、誰もが希望を持って、いつまでも安心して暮らし続け
られる基盤を築く「生活維新」の「３つの維新」に積極果敢に
挑戦していきます。

《産業維新》
「産業維新」では、新たな産業戦略の指針として策定した

「やまぐち産業イノベーション戦略」に基づき、本県の産業
や技術の集積などの強みを活かした重点成長分野を明確化
し、産業インフラの整備・充実や、医療、環境・エネルギー、
バイオ関連分野等でのイノベーションの創出、ＪＡＸＡ関連
施設の移転を活かした宇宙ビジネスの推進、ＩｏＴなどの新
しい技術を活用した新たな事業の展開など、産業力を伸ばし
ていく新たな施策展開を図っていきます。

《大交流維新》
「大交流維新」では、新年度からの新たな観光キャッチフ

レーズ「ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ ＭＡＧＩＣ！」のもと、絶景、温
泉、グルメ、歴史など、本県の多彩な魅力を総合的に発信し
ていくとともに、近年増加する個人旅行者をターゲットとす
るインバウンド需要の取り込みや、先駆的な県内事業者を核
とした農林水産物の輸出システムの構築などによって、観光
振興や県産品の販売促進など、人やモノの流れの拡大を図り
地域を活性化していきます。

《生活維新》
「生活維新」では、「山口ゆめ花博」を契機とする県民活動

の拡大や、健康データの見える化やビッグデータの活用など
による健康づくりシステムの構築、地域経営の視点を取り入
れた持続可能な中山間地域の創造、子育て支援や医療・福
祉の充実、防災対策、県民の皆さんの暮らしの安心・安全の
確保などの取組を推進していきます。

県としては、「やまぐち維新プラン」に基づき、山口県らし
い、山口県ならではの施策を構築し、県の新たな活力を創出
できるよう、全力で取り組んでいきます。

【県政の基盤づくり】
その一方で、県財政は依然として厳しい状況にあります。
平成29年度から５年計画として実施している行財政構造

改革を必ず成し遂げ、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できるよう、本年も徹底した行財政構
造改革の取組を着実に進めていきます。

【終わりに】
今年、天皇陛下が御退位され皇位の継承が行われます。
我が国が歴史の大きな転換点を迎え、新しい時代がスター

トする中で、山口県がしっかりと成長・発展していけるよう、
国や市町、企業や団体、そして県民の皆様としっかりと連携・
協働しながら、「活力みなぎる山口県」の実現に向けて邁進し
てまいりますので、県民の皆様の御理解と御協力をどうぞよ
ろしくお願いします。
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塩  満  久  雄山口県宅建県議団団長
山口県議会議員

平成３１年

新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。
県民の皆様におかれましては、輝かしい新春を健やかにお

迎えのことと、謹んでお慶びを申し上げます。　

山口県議会では、皆様方の温かいご支援、ご協力のもと、
公正で円滑な議会運営や、議会活動の活性化に努めるととも
に、県民の皆様にとって、より身近な存在となるよう「開か
れた県議会」を掲げ、様々な取組を進めているところです。
新しい年を迎え、私も決意も新たに、山口県議会議員として、
山口県宅建県議団団長として、これからも全力で、山口県の
振興・発展に向け邁進してまいります。

昨年を振り返りますと、海外では、６月にシンガポールで、
トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長によ
る、史上初の米朝首脳会談が行われるという大きな動きがあ
りました。

国内では、平昌オリンピック・パラリンピックにおける日
本人選手の活躍にはじまり、高円宮絢子女王殿下のご結婚や、
本県にゆかりのある本庶佑氏のノーベル医学・生理学賞受賞、
さらには、2025年国際博覧会の大阪開催決定など、人々に
夢や希望、感動を与えてくれる喜ばしい出来事がありました。

その一方で、最大震度６弱を記録しブロック塀倒壊による
児童死亡事故が発生した６月の大阪北部地震や、本県も甚大
な被害を受けた７月の西日本豪雨、さらには、最大震度７を
記録し大規模な土砂崩れや停電が広域で発生した９月の北
海道胆振東部地震など、大自然の猛威が日本列島を席巻した
年でもありました。

また、10月には、周防大島と本土を結ぶ大島大橋が、外
国貨物船の衝突によりライフラインが寸断され、１ヶ月以上
にわたり、町全域にわたる断水や大島大橋の車両通行規制が
続きました。一日も早く、大島大橋の本復旧をはじめ、島民
の生活や地域経済の回復に向け、県や町、関係機関と緊密に
連携しながら、様々な取組を推進・支援していかなければな
らないと考えています。

さて、国政に目を転じますと、９月に行われた自由民主党
総裁選挙では、安倍総裁が３選を果たされ、第４次安倍改造
内閣が発足しました。安倍総理・政権には、引き続き、「経
済の好循環」実現に向けた経済再生や、働き方改革、地方創
生に取り組まれるとともに、全世代型の社会保障制度改革や

財政健全化、さらには憲法改正議論の活性化といった、日本
の平和と繁栄を守る骨太の政策を長期的な視野に立って、果
敢に遂行していただきたいと期待しております。

一方、県政においては、２月に山口県知事選挙が行われ、
村岡知事が見事再選を果たされ、10月には新たな総合計画
となる「やまぐち維新プラン」を策定されて、未来を切り拓
き、「活力ある山口県の実現」に邁進されています。また、明
治150年プロジェクトの中核イベントとして開催された「山
口ゆめ花博」は、目標の入場者数50万人を大きく上回る136
万人を超える皆様にご来場いただき大盛況の内に閉幕しまし
た。テーマに掲げられた「未来への種まき」のとおり、維新
の精神に学び、それを次世代へ継承し、その先の時代へ向かっ
て飛躍するための大きな契機になったと確信しております。

　
県議会におきましては、昨年、議員提案条例では６例目と

なる「受動喫煙防止の取組の推進に関する条例」を制定した
ほか、議会改革においては、私も、議会改革検討協議会のメ
ンバーとして、常にその時代に沿った議会改革を進めるべく、
検討・協議を重ねておりますが、政務活動費の領収書などの
証拠書類を、今年度分からホームページで公表することとす
るなど、これまでの様々な取組が一つひとつ実を結んでまい
りました。

現在、宅地建物取引を取り巻く状況は、既存住宅の流通
促進や空き屋問題など、多くの課題が山積しています。こう
した中、山口県宅地建物取引業協会におかれましては、既存
住宅取引の安心と安全の確保、取引量の拡大に努められると
ともに、会員の皆様の経営基盤の強化・業務支援を通じて、
快適で住みやすいまちづくりの推進に向け、住宅行政の円滑
な運営に多大なご尽力をいただいておりますことは、誠に心
強い限りであります。

本年は、天皇陛下が４月30日に御退位され、５月１日に皇
太子殿下が御即位されて、平成の次の新しい時代が始まりま
す。また、本年は「亥年」に当たりますが、猪は豊穣多産の
シンボルとして古くから崇められてきました。

どうか、皆様にとりまして、新しい時代を迎える本年が、
豊かさに満ちた素晴らしい年となりますよう心からお祈りい
たしますとともに、県議会に対しまして、本年も変わらぬご
支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のごあい
さつといたします
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一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会山口県支部　設立総会

　一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会（通称　
全宅管理）が発足して７年が経過しましたが、平成
30年11月１日に、山口県支部の設立総会、記念講演
が開催されました。総会では、山口県規則の説明に
始まり、続いて支部役員の選出が行われました。初
代支部長には上原会長が就任されました。その後、
平成30年度事業計画及び収支予算が説明され閉会と
なりました。
　記念講演は、一般社団法人　全国賃貸不動産管理
業協会　佐々木正勝会長がご登壇されました。演題
は、「管理の重要性と中小業者の生き残り策」と全宅
管理の事業説明を話されました。佐々木会長ご自身
の経験を踏まえながらこれからの賃貸管理の在り方
の内容はとても参考になりました。また、今年度全
宅管理の新しいスローガンが制定されました。　「住
まう」に、寄りそう。For perfect estate management  
このスローガンは、全宅管理を設立以来、私たちが
目指していたことを明文化することで、全宅管理会

員が同じ想いで業務に係わり、高みを目指していく
ことを目的に制定されました。佐々木会長は、賃貸
管理業は、オーナーの資産を守るだけでなく、そこ
に住まう人の命と財産を守る縁の下の力持ちである
ことをなかなか評価してもらえなかった。新たなス
ローガンでそのことを堂々と訴え、社会で認知され
るよう強い気持ちで活動していく。ものすごいスピー
ドで変化する環境に対応するため、現場で汗をかい
て頑張っている会員のためにも、様々な知見を集約
して会員に提供していく。中小会員の経営基盤の確
立（事業の継承者育成）をし、全国最大の管理業者団
体の強みをいかし、大手と堂々と渡り合える各種の
方策提供をしながら、　管理業務は→　循環ビジネス　
→エンドレス　全宅管理は管理の先を見据えた業務サ
ポートを推進していきたいと抱負を述べられました。
　今後、賃貸管理業の専門家として、消費者への安心・
安全な管理業務の提供と、適切な情報の提供を行う
ためにも、全宅管理への入会をお願い致します。

副会長　主 計 龍 雄

会場全体 上原会長

佐々木会長 記念講演
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第４回　ハトマーク『空き家無料相談会』の開催

　平成30年11月23日（いいふどうさんの日）県下８
支部一斉に空き家無料相談会が開催されました。都
市部も地方部も関係なく、もはや社会全体の課題と
なった空き家問題に対し、不動産を扱う専門家とし
てその利活用を軸に問題解決の一助になればという
想いから始まったこの相談会。県下一斉のイベント
形式としては今回で４回を数えることとなりました。
　第１回、第２回は大きな会場を借り、空き家に関
するセミナーとともに司法書士や家屋調査士を相談
対応の補助に招いての開催。第３回と今回は各支部
において業務委員長を中心に支部の会員のみでの対
応というスタイルをとって続けてまいりました。
　全体的な傾向としては、相談会に来られる方の数
が年々減っているという状況で、県全体での相談件
数は昨年度の半分となりました。今年に関しては３
連休の初日という要素もありましたので一概には言
えませんが、原因の一つとして、社会全体が空き
家問題に対して慣れや諦めといった感が出てきてし
まったのではないかと感じております。
　相談に来られる方々は、市場性や相続登記の問題
など様々な事情で売却や賃貸に利活用が困難な不動
産の所有者が大半です。利活用が困難と判断された
時点で残念ながら我々の業界に打つ手は乏しく、行
政もまた解体除去して維持管理を依頼するといった
助言以外に有効な策がない状況です。
　そもそも利活用が容易な不動産の所有者は、この
相談会に来るまでもなく既に有効活用されており、
実際に相談会に来場される利活用困難不動産の所有
者に対して、“残念ながら打つ手がありません。” とい
う回答を繰り返しているのが現状です。

　昨年度からは県下全支部において常設の予約型相談
会を設置しており、そちらへの相談はある程度の件数
が継続している状況です。また地方公共団体もこの2,
３年頻繁に相談会を開催している状況で、当日来場者
の減少はその影響もあるのではないかと考えます。
　宅建協会は社会貢献事業として空き家問題対策の
先頭に立たなければならない団体です。しかしなが
ら、対応するほどに有効な手立てがなく、閉塞感が
伴うばかりの現状です。この状況を打開するには、
登記制度、農地法、固定資産情報の開示や宅建士の
職権拡大等々、やはり行政による大胆な対応政策に
期待する他ありません。相談会を通じて感じた問題
点などを主張し続けることで少しでも道が開けるこ
とを願っております。最後に、対応に当たってくだ
さいました関係者の皆様、大変お疲れ様でした。心
より感謝申し上げ報告とさせていただきます。

業務委員長　塩 田 博 志

山口支部会場

防府支部会場

支部名 来場者数 相談件数

下　関 ３ ２

宇　部 ３ ２

萩 ３ ２

山　口 ７ ６

防　府 ４ ４

周　南 ６ ４

柳　井 ３ ２

岩　国 １ １

合　計 30 23
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平成30年度新規免許業者研修会
平成30年11月９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　竹之内法務副委員長

　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　　塩田　博志 14：10～15：00
3 宅建業法・関連法令について 法務委員長　　清水　謙治 15：10～15：50

　去る11月９日㈮に、山口県不動産会館において、
平成29年10月以降の入会者を対象に開催した平成30
年度新規免許業者研修会には、28業者29名の方が出
席されました。
　研修では、最初に西山総務委員長から、山口県宅建
協会の組織について、続いて塩田業務委員長から、業
務について及び「ハトマークサイト山口」の機能の説
明、最後に清水法務委員長から、宅建業法・関連法令

について、それぞれご講義いただきました。
　今年度の研修は、例年の宅建協会や保証協会、政治
連盟の説明以外に、今年11月に山口県支部を設立し
た全宅管理協会についても触れられ、西山総務委員長
からは全宅管理協会のパンフレットを使った紹介があ
りました。また、塩田業務委員長は全宅管理協会のホー
ムページと全宅連のホームページとを比較し、その違
い等について説明されました。

　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。

第１講　西山総務委員長 第2講　塩田業務委員長 第3講　清水法務委員長
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　第１講その①は山口県土木建
築部住宅課民間住宅支援班 主査 
仲子裕也様より、「宅地建物取引
業と人権問題」について講話が
ありました。同和問題における
土地差別、外国人、障害者、高
齢者、母子・父子家庭等の理由
での入居差別をなくすための取

組みについて。また、山口県における取組みとして「山
口県居住支援協議会」の活動等の説明がありました。
　その②として山口県土木建築
部砂防課砂防保全班 主任 林謙
一様より「土砂災害特別警戒区
域について」として、土砂災害
防止法の施行のきっかけや、土
砂災害警戒区域（イエローゾー
ン）と土砂災害特別警戒区域

（レッドゾーン）の制限の違い
等の説明がありました。

　第２講として株式会社東武住
販 代表取締役 萩野利浩様より

「中古物件の再販とリフォーム
について」と題し、同社が経験
されたＩＰＯ挑戦、上場までの
道のりおよび中古物件の再販と
リフォームについての講話があ
りました。上場までには大変な
ご苦労があったようです。

　第３講は税理士法人塩見会計
事務所 株式会社山口経営研究
所 公認会計士・税理士 岡﨑謙
司様より「平成30年度税制改正
について」として平成30年度に
新たに創設された税制、延長・
拡充された主な制度等について
説明がありました。

　以上の内容で今年度最初の研修会があり、多くの
会員が熱心に聴講されました。会員の今後の事業の
一助になれば幸いです。

平成30年度　第１回山口県不動産研修会報告

　平成30年９月18日（火）山口グランドホテルにおいて平成30年度第１回山口県不動産研修会が開催されまし
た。上原会長の挨拶の後、次の３講の研修が行われました。

総務委員　尾 村 成 一

第１講①　仲子 裕也 氏

第２講　萩野 利浩 氏

プログラム
平成30年９月18日㈫13：30～16：20
山口グランドホテル　２階「鳳凰・鶴」

司会　　　　西山総務委員長

倫理綱領唱和
開会の辞　　林副会長

主催者挨拶　上原会長

研修

第１講　①13：40～14：00／②14：00～14：30
演　題　①『人権について』
講　師　山口県土木建築部住宅課　民間住宅支援班　主査

　仲子　裕也　氏

演　題　②『土砂災害特別警戒区域について』
講　師　山口県土木建築部砂防課　砂防保全班　主任　

林　　謙一　氏

第２講　14：40～15：40
演　題　『中古物件の再販とリフォームについて』
講　師　株式会社　東武住販　代表取締役　荻野　利浩　氏

第３講　15：50～16：20
演　題　『平成30年度税制改正について』』
講　師　税理士法人　塩見会計事務所　
　　　　株式会社　山口経営研究所

　　　　公認会計士・税理士　岡﨑　謙司　氏

閉会の辞　　主計副会長

第1講②　林　謙一 氏

第3講　岡﨑 謙司 氏
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山口県住宅課からのお知らせ

おとり広告の禁止に関する注意喚起等について
　広告の適正化については、従前より注意喚起をしているところですが、年度末にかけて宅地建物取引が増加
する時期を迎えることから、改めて業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保をお願いします。

１　顧客を集めるために売る意思のない条件の良い
物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとす
る、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しな
い物件等の「虚偽広告」については、宅地建物取引
業法（以下「法」という。）第32条の規定により禁止
されています。
　また、これらの広告は、不当景品類及び不当表
示防止法第５条第３号及び不動産の表示に関する
公正競争規約第21条においても禁止されていると
ころです。

２　具体的には、例えば、実際には取引意思のない
物件を、顧客を集めるために、合理的な根拠なく「相
場より安い家賃・価格」等の好条件で広告して顧客
を誘引（来店等を促す行為）した上で、突然の雨漏
りや他者による成約等を理由に、他の物件を紹介・
案内すること等が挙げられます。

３　また、成約済みの物件を速やかに広告から削除
せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件のイ
ンターネット広告等を継続することや、複数の販
売対象物件（例えば分譲マンション等）を同時に広
告する場合に、その一部が成約済みにも関わらず
表示内容を修正せずに広告等を継続した場合も、
故意・過失を問わず「おとり広告」に該当します。

４　加えて、売主が「土地」や「建築条件付土地」等
として取引しようとしている物件について、架空
の建築確認番号を記載して「新築住宅」等として広
告することは、広告の開始時期の制限（法第33条）
違反となるとともに、「虚偽広告」に該当します。

５　宅地建物取引業者の皆さんにおかれましては、
上記を踏まえ、広告の適正化に一層取り組むとと
もに、宅地建物取引業法を始めとする関係法令等
の順守の徹底及び関係者への注意喚起をお願いし
ます。

　　
宅地建物取引業法（抄）

（誇大広告等の禁止）
第32条　宅地建物取引業者は、その業務に関して広

告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の
所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利
用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代
金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若し
くは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借の
あつせんについて、著しく事実に相違する表示を
し、又は実際のものよりも著しく優良であり、若
しくは有利であると人を誤認させるような表示を
してはならない。

 

（広告の開始時期の制限）
第33条　宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物

の建築に関する工事の完了前においては、当該工
事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一
項又は第二項の許可、建築基準法（昭和二十五年法
律第二百一号）第六条第一項の確認その他法令に基
づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後
でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買
その他の業務に関する広告をしてはならない。

不当景品類及び不当表示防止法（抄）
　（不当な表示の禁止）
第５条　事業者は自己の供給する商品又は役務の取

引について、次の各号のいずれかに該当する表示
をしてはならない。

一・二（略）
三　前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取

引に関する事項について一般消費者による自主的
かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め
て内閣総理大臣が指定するもの

 

不動産の表示に関する公正競争規約（抄）
　（おとり広告）
第21条　事業者は、次に掲げる広告表示をしてはな

らない。
　⑴物件が存在しないため、実際には取引すること

ができない物件に関する表示
　⑵物件は存在するが、実際には取引の対象となり

得ない物件に関する表示
　⑶物件は存在するが、実際には取引する意思がな

い物件に関する表示

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
第32条関係
１　「誇大広告等」について

　「誇大広告等」とは、本条において規定されると
ころであるが、顧客を集めるために売る意思のない
条件を広告し、実際は他の物件を販売しようとす
る、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しな
い物件等の「虚偽広告」についても本条の適用があ
るものとする。

不動産のおとり広告に関する表示
　自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段
として行う次の各号の一に掲げる表示

一　取引の申出に係る不動産が存在しないため、実
際には取引することができない不動産についての
表示

二　取引の申出に係る不動産は存在するが、実際に
は取引の対象となり得ない不動産についての表示

三　取引の申出に係る不動産は存在するが、実際に
は取引する意思がない不動産についての表示
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10月１日より
「全宅連安心Ｒ住宅」　運用開始しました！

　
　「既存住宅が新築住宅に比べ、「不安」「汚い」「わからない」といった
イメージがあることから、それらを払しょくするため、より安全で安心な既
存住宅の流通が促進されるよう国土交通省がスタートした制度で、国土交通
省に登録した事業者団体が、一定の基準を満たした既存住宅に対して、販売
時の広告に安心Ｒ住宅の標章（ロゴマーク）を使用することを許諾するもの
です。

「安心Ｒ住宅制度」とは

　全宅連は、８月27日付
で国土交通省の告示による
「特定既存住宅情報提供事
業者団体登録制度（安心Ｒ
住宅制度）に事業者団体と
して登録し、10月１日より
運用を開始しました。

　

　会員の皆様が全宅連安心Ｒ住宅のロゴマークを広告に使用するためには、全宅連へ特定構成員（本店）、
準特定構成員（支店）の登録申請をしていただく必要があります。　　 ※申請窓口は、宅建協会本部事務局

【特定構成員の要件】
・参加協会（全宅連「安心Ｒ住宅」事業に参加する宅地建物取引業協会）に所属する宅地建物取引業者である

こと
・（公社）全国宅地建物取引業保証協会の社員権を有すること
・買取再販事業（宅建業者が既存住宅を買い取り、リフォームを施して消費者に販売する事業）に限定し

て、安心Ｒ住宅のロゴマークを使用するものであること
・全宅連が定める、安心Ｒ住宅事業に係る研修を受講した「全宅連安心Ｒ住宅事業責任者」を、社内に最

低１名設置すること
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第１項に基づき指定された住宅専門の保険会

社の既存住宅売買瑕疵保険事業者として登録していること

【事前準備】
①既存住宅売買瑕疵保険事業者の登録
　　次の保険法人に事業者登録をしてください。
　保険法人一覧

１．㈱住宅あんしん保証 ２．住宅保証機構㈱ ３．㈱日本住宅保証検査機構
４．㈱ハウスジーメン ５．ハウスプラス住宅保証㈱

　

②全宅連安心Ｒ住宅事業責任者の設置および研修の受講
　社内に最低１名、「全宅連安心Ｒ住宅事業責任者」を設置し、全宅連ホームページ上で研修動画を受
講してください。閲覧中に表示されるパスワードは、申請時に必要となります。

～全宅連安心Ｒ住宅への登録手続き～
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　平成30年９月26日㈬14時から山口県不動産会館３階研修ホールにおいて、「全宅連安心Ｒ住宅」事業
説明会を臨時開催しました。
　事業説明会では、始めに研修ＤＶＤの放映、続いて、事業概要の説明が塩田業務委員長からありました。
　本部研修会に続く日程にも関わらず68名の方にご参加いただきました。そして、質疑応答では多くの
質問があり、会員の皆様の安心Ｒ住宅制度への関心度の高さが感じられる事業説明会でした。

プログラム　14：00～16：00
１．「全宅連安心Ｒ住宅」研修動画の放映
２．「全宅連安心Ｒ住宅」事業概要について
　　　　業務委員長　塩田　博志　氏
３．質疑応答

【申請方法】
（書類の事前ＦＡＸ）
　下記３点を宅建協会本部事務局へＦＡＸしてください。（FAX：083-973-7522）
　Ａ．特定構成員（準特定構成員）登録申請書
　Ｂ．特定構成員（準特定構成員）に係る誓約書
　Ｃ．既存住宅売買瑕疵保険事業者の登録した旨を証する書面（事業者登録証）

↓
（書類を郵送）
　宅建協会本部事務局より、ＦＡＸした書類の事前確認ができた旨の連絡があったら、上記Ａ、Ｂの正本、
Ｃの写しを本部事務局へ郵送してください。

↓
（登録手数料の振込）
　宅建協会本部事務局より、「登録手数料振込依頼書」が送付されますので、指定の口座にお振込みのう
え、入金を確認できる書面（振り込み証）を本部事務局にＦＡＸしてください。　
　　登録手数料　１年間12,000円（税別）　
　　初年度は、月割手数料とし、登録日の属する月の翌月分から直近の３月分まで。

↓
（登録の完了）
　全宅連より「登録証」と標章のデータを収録したＵＳＢメモリー等が郵送されます。
　　　　
　　以後、有効期間満了毎に更新手続きの必要があります。
　　　　登録の有効期間は１年。初年度は、登録日から直近の３月まで。

　

　標章の使用につきましては、別途要件が定められているほか、物件ごとに「安心Ｒ住宅調査報告書」、「既
存住宅売買瑕疵保険の適合証」等を宅建協会本部事務局へ郵送していただく必要があります。

 

　書式ダウンロードや諸規定、事業会員業者向けガイド等、詳しくは全宅連ホームページhttps://www.
zentaku.or.jp/anshin-r/でご確認ください。

～標章の使用について～

　安心Ｒ住宅には厳格なルールがあり、これらの規定に違反したり、全宅連の許諾を得ずに無断で標章を利用
した場合は、罰則の対象になりますので、くれぐれもご注意ください。

「全宅連安心Ｒ住宅」事業説明会
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下関shimonoseki

平成31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。年
頭に当たり、改元となる本年が希望に満ちた清々しい年
になる事を祈念したいと存じます。
　下関支部は昨年創立60周年を迎え、記念事業等を催行
すると共に、心新たに、更に広く支持される協会運営を
目指し始動しました。
　本年は昨年、県本部で策定された『ハトマークビジョン』
に則り、堅実で溌剌とした支部を創り上げて参ります。
　さて、過去二年下関市との協定に基づき、奇数月第三
土曜日に市内各地の公民館において開催された『空き家
対策等説明・無料個別相談会』への相談員派遣は今後も
継続して参ります。それに伴い、空き家解消・有効利用
を促進する新たなメニューも行政へ要望しています。そ
の他、他地区宅建等が先進的に取り組んでおられる、宅
地接道が私道の場合のライフライン埋設時の事務軽減

や、中心市街地等の地籍調査を補う上で、道路官民境界
の先行確定実施等も行政に働きかけて参ります。一方、
全政連においては宅地建物取引士に調査権を付与する要
望活動も熱を帯びて参りました。
　また、中古市場整備に関しては、瑕疵保険付与等住宅
性能表示を促進することが肝要ですが、インスペクション
については、山口県へ補助制度の要望を提出しています。
　このように民法改正への準備等研修課題は多岐にわた
りますので、一つ一つ着実に進めて参りたいと考えてい
ます。
　平成31年は『己亥（つちのとい）の年』で、『相克の年』
とも云われます。会員の皆様にとって本年が、新たな時
代の幕開けにふさわしい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ます。

平成30年度税務研修会・第１回支部研修会

　平成30年10月12日㈮下関市リサイクルプラザ第2研修室にて、84名の
方にご出席いただき平成30年度税務研修会、第1回支部研修会を開催しま
した。
　第１講は税務研修会で下関税務署からお越しいただいた個人課税第一部
門統括官の秋本宏見様に「e-Taxの利便性」について、法人課税審理専門官
の熊安剛様に「法人の税制改正」について、資産課税審理専門官の岩戸次男
様に「資産の税制改正」についてのお話をしていただきました。
　第２講は支部研修会で、下関市建築指導課の担当者をお招きし、建築基
準法の規定に基づく適用地区・道路等につい説明していただきました。ま
た建築基準法第42条2項道路境界線について、道路幅員と道路の範囲や道
路境界線・敷地と道路との関係の規定改正について、認定の追加や条文の
移行・土砂災害特別警戒地区（レッドゾーン）内の建築規制について、建築
物の構造規制や都市計画区域外における建築確認申請の手続き、がけ上下
に建築物を建築する場合における擁壁設置基準についてなど詳しく説明し
ていただき、講演後の質疑応答では参加者からの質問も多く、関心の高さ
がうかがえました。

法務副委員長　福 田 忠 史
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支 部 だ よ り

ゆうほクラブ旅行記

　この度の旅行は「ゆうほクラブ鹿児島２日間」の企画
により、10月28、29日に現在大河ドラマで放送されて
いる西郷隆盛の出身地、鹿児島を訪ねました。今年は維
新150年という節目の年でもあり鹿児島も盛り上がって
いるようでした。
　午前７時32分発のさくら451号で鹿児島中央駅に降り
立ち、そこから展望列車「指宿のたまて箱」に乗り継ぎ、
鹿児島のゆったりとした海岸線を眺めながら桜島を目の
前にすると、西郷さんが見ていたとする感動が伝わって
きた気がしてきました。車内では地ビールの販売があり、
これがなんと芋ビール。初めての味わいで、なんともい
えない心地よい気分になり、益々鹿児島に来た気がして
きました。

　乗車時間約50分で指宿駅に到着。そこからバスに乗
り継ぎ、手配していたボランティアガイドの案内で鹿児
島市内観光に向かいました。城山から勇壮な桜島を眺め、
大河（西郷どん）ドラマ館、鶴丸城址（黎明館・篤姫像）、
日本で最後の内戦、西南戦争で亡くなった人達を弔う南
洲墓地を見て一日目が終わりました。
　二日目は鹿児島港より桜島フェリーに乗り、錦江湾を
15分で渡って桜島港に到着しました。
　最初に、桜島の大地の壮大さを体感できる有村溶岩展
望台と、そこから車で10分くらいのところにある道の
駅「たるみず」に行きました。「たるみず」には長さ100
ｍの足湯があり、桜島、錦江湾を見ながらみんなで足湯
につかり、楽しいひと時を過ごしました。昼食は、黒酢

の里「桷志田」で説明を聞いた後、黒酢を
使った食事をいただき、その後「明るい農
村」という酒蔵を見学しながら薩摩焼酎の
歴史を教えていただき、お土産に各々薩摩
焼酎を買い求めていました。楽しかった旅
行も最後となる「維新ふるさと館」を見学
し、鹿児島の歴史、風景、食事と堪能した
鹿児島より帰路に着きました。
　この旅行は鹿児島に何回も行っている私
でも勉強になり、また参加者の皆様との親
睦にもなってとても有意義な旅行になった
と思いました。来年は皆さまも是非ご参加
ください。

ゆうほクラブ　白 川　保
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宇部ube

新年ごあいさつ
支部長　浅 川 幸 則

　新年あけましておめでとうございます。
　新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上げます。宇
部支部会員の皆様方には健やかな新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。昨年４月の総会で宇部支部長を拝
命して瞬く間に新年を迎え、月日の流れの速さを実感し
て居ります。
　昨年は、既存建物取引における情報提供の充実を図る
ため宅建業法が改正されました。売買物件のみではなく、
賃貸物件にも重要事項説明書に記載して説明の義務が必
要となりました。建物状況調査（インスペクション）・
瑕疵保険等の研修会を何度も開催して、会員の皆様の
取引が円滑に進められるよう、役員一同頑張って参り
ました。
　宇部支部の昨年の活動内容をご報告致しますと、７月
29日㈰地域貢献・交流事業を宇部市文化会館で開催し、
180名のご来場を頂きました。「ワークショップと相談
会」と銘打って、お子さんから大人迄多数の方が集い大

成功でした。今年はどのような交流事業にするか会員の
皆様のお知恵をお貸し下さい。
　会員の皆様方には、もっともっとハトマークサイト山
口の「価格査定」「らくらく契約書」のサイトを利用して
頂きたいと思います。価格査定書は月30件までは無料
で作成出来ます。利用された事のない会員さんは是非利
用下さい。
　支部では寺子屋「たっけん」を開催して情報交換会・
勉強会等雑談も含めて、会員皆様の交流を行い親睦を深
めたいと思っています。又、同好会としていろいろなサー
クルをつくって会員間の交流も図って行きたいと思いま
す。尋ねたい事、意見を聞きたい事がありましたら気軽
に支部にお寄り下さい。
　今年も役員一同頑張ります。今後共、宇部支部・山口
本部にご支援、ご協力をお願い申し上げますと共に、会
員皆様方の益々のご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新年
のごあいさつとさせていただきます。

平成30年度　価格査定を実施して
業務副委員長　栗 原 章 浩

　本年も例年通り支部会員25名協力のも
と９月20日、21日(山陽小野田地区は９月
27日)に、支部事務局において713ポイン
トの査定基準値の価格見直し作業を実施し
ました。
　ここ数年にわたり下げ止まり感は実感し
ていましたが、来年の消費増税を見越して
か、住宅購入に当たり人気のある地区は宅
地分譲や建売分譲が盛んで、価格上昇のポ
イントも目立ってきました。
　時世にあった精度の高い信頼できる査定
を目指し、また更なる利用率の増加に努め

「ハトマークサイト山口」の価格査定が会
員の皆様の日々の職務の一助のみならず、
必須アイテムとなってくれればと思ってお
ります。
　ご助力いただいた会員の皆様には感謝い
たしますとともにお礼申し上げます。
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○入会者（正会員）
　１．田村　浩二 ㈱リアルサポート 代表者変更
　２．村岡里美子 ㈲小野田不動産商事　　　   〃　　　　
　３．石田　　力 ㈱エミアス宇部支店 支店長変更

○入会者（専任取引士会員）
　１．松村　陽子 ㈱ビクシガル 専任取引士変更

○退会者（正会員）
　１．長井　伸勝 ㈱リアルサポート 代表者変更
　２．氏永創三郎 ㈲小野田不動産商事　　　   〃　　　　
　３．渡邊　義満 ㈱エミアス宇部支店 支店長変更

○退会者（専任取引士会員）
　１．佐伯和加子 ㈱ビクシガル 専任取引士変更更

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

㈱アーバン・クリエイト Ｈ31． 2． 5 Ｈ31． 1．25
㈱朝日土地建物 Ｈ31． 2．27 Ｈ31． 1．27
京都住宅㈱ H31． 3．15 Ｈ31． 2．15
㈲迫田工務店 H31． 3．18 H31． 2．18
西田土地建物 H31． 3．25 H31． 2．25
ＡＫ住販 H31． 3．31 H31． 2．28
㈱西村不動産コンサルタント H31． 5． 1 H31． 4． 1
㈲日栄地所 H31． 5．31 H31． 4．30
亀八不動産㈱ H31． 6．19 H31． 5．19
サカイ地産 H31． 7． 3 H31． 6． 3
船木工業㈱ H31． 7． 9 H31． 6． 9

支部の会員さんの活動報告  ねんりんピック全国大会でメダル獲得！！
㈲大辰　瀬 口 哲 義

　11月３日から富山市で行われた『第31回全国健康福祉祭とやま大会』（ねんり
んピック富山2018）にサッカーで参加しました。雪を被った立山連峰を望む、
すがしい風景の中で試合を楽しんできました。全国から60歳以上のメンバーが
64チーム集まり、16ブロックに分かれての試合が行われました。私は宇部市・
山陽小野田市で結成された『ブラックダイヤモンズ60』というチームのキャプテ
ンとして出場しました。
　戦績は１勝１敗１分のブロック準優勝という結果でした。山口県大会、秋田
県大会とこれまで最下位に甘んじていましたが、３回目の富山で初めてメダル
を手にして帰れました。センターフォワードとして１得点も上げることができ、
白エビやズワイガニなども楽しみました。これからまた次の機会での優勝を目
指してがんばります。

　支部では「研修会」「寺子屋たっけん」で勉強し
てみたいこと、きいてみたいことなどのご意見を募
集しております。
　事務局にどしどしご連絡下さい！！
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新年のご挨拶
萩支部長　澤 村 修 一

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　旧年中は格別のご厚情を賜りましたことを厚く
御礼申し上げます。会員さまのご繁栄を心からお
祈り申し上げるとともに、今年も尚一層のお引き
立てを賜りますようどうぞよろしくお願い申し上
げます。
　さて、平成30年４月１日より施行された業法改
正にともない、既存の建物の取引における情報提
供の充実におきましては、建物状況調査の実施が
既存住宅を売買する際の義務でないことは承知し
ていますが、当地区の中古住宅売買は築20年以上
のものが多く、確認済証又は検査済証の保存され
ている場合は少ない。そもそも検査を受けていな
い。確認のいらない地区もある。適切に説明する
ためは、市の建設課等に行き確認する作業が必要
になる。いずれにしても、不動産の専門家として
購入者等の利益の保護に資するよう、公正、誠実
に業務を行うよう定められています。

　当地域支部におきましては、重点課題の１つ目
は事務所の移転、つきましては平成31年６月７日
までの定借期限でありましたが、２年延長の意向
通知をいただいております。
　２つ目は世代交代の問題です。現在進行形であ
ります。
　３つ目は財政基盤の整備です。整備を必要とす
る背景に正会員は、各地域の一般社団法人に入会
したものが要件であります。この地域の一般社団
を維持して行く会費の検討であります。地域支部
理事会等において、会費等の問題について検討を
重ねております。
　年頭にあたり当地域支部がおかれています今の
状況を十分ご理解いただいた上で会員様一人一人
のご協力を改めてお願いします。
　この新しい年がよりよい年になるよう心より祈
念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

萩
hagi

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。　　　　　　　　　　　　　

　萩支部役員
　　理事　郷田　正則 理事　竹内　重信 理事　三好　一敏 理事　弘　　教満
　　理事　弘　　孝庄 理事　河野　勝俊 監事　廣畑　雅弘 監事　安藤　繁之
　　理事　廣畑　光秋 理事　田中慎太郎 理事　戸﨑　　剛 理事　吉野　龍彦
　　理事　中原　文典 
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柳井yanai

新年のご挨拶
柳井支部長　主 計 龍 雄

　新年あ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。
　2018年は、年初から寒波の影響により各地で豪雪被
害が発生し、7月には西日本豪雨災害、北海道胆振東部
地震、台風被害が相次ぐなど、多くの自然災害が発生し
ました。隣接の岩国市、光市で大きな被害がありました。
幸い柳井地域は大きな被害はありませんでしたが、不動
産業者として罹災者に何ができるかを考える機会になり
ました。
　日本経済においては、景気は緩やかに回復基調にある
とともに、個人消費も持ち直してきていますが、地方
におきましては依然と厳しい状況が続いています。不動
産業界では、スマートデイズとスルガ銀行が行ったシェ

アハウス「かぼちゃの馬車」が社会問題になりました。
2019年は、10月に消費税増税が予定されています。人
口減少は周知の事実ですが不動産業の「最後の砦」であ
る世帯数が2019年にピークアウトします。地方の不動
産業界にはプラス材料があまりありませんが、柳井支部
としましては会員の皆様の業績が少しでも良くなる努力
をしていきたいと思います。
　また、柳井支部の長年の問題である会員減少ですがな
かなか改善していません。他支部と違い新規会員が増え
ない為、近い将来に支部運営は厳しい状況になると思わ
れます。「存続」か「合併」の二択しかありません。より
良い選択をするために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頂
きます。

平成30年度価格査定

　平成30年11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。昨年大幅に見直しをした事例
地全474ポイントを、12名の参加者を３班に分け査定員
が査定しました。午後１時30分から始まり、皆さんの経

験と知識により
午後３時10分
に 終 了 し ま し

た。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。この価格査定は来年度以降も毎年
実施致しま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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新年ごあいさつ
山口支部長　尾 村 成 一

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様に
おかれましてはすこやかに新春をお迎えのこととお慶び
を申し上げます。
　山口支部においては昨年４月の総会で新役員が承認さ
れ、理事10名（内新任理事５名）監事２名の新執行部が
発足いたしました。会員の皆様の多大なるご協力により、
２回の支部研修会、標準事例地の見直し(価格査定)、情
報交換会、空き家相談会、ゴルフ大会、盛大な忘年会等
の支部行事の大半が無事に終了いたしました。会員の皆
様には心より感謝申し上げます。また、平成30年度の
新規加入会員が11月までに10社と、私の知る限り過去

最多の年となっています。本当にうれしい限りです。
　今年５月１日から新元号となります。１年の途中から
ですので新しい気持ちに切り替えられるかどうかわかり
ませんが、ともかく新元号がスタートします。10月か
ら複雑な軽減税率がある消費増税が施行されます。働き
方改革関連法が順次施行（一部は施行済み）されます。
民法（債権法）の改正も2020年４月から施行されます。　
　宅建協会として今年も会員の皆様の仕事の一助となる
よう出来る限りの情報提供をしていきたいと思っていま
す。今年も変わらぬご支援ご協力をよろしくお願い申し
上げます。

平成30年度第２回支部研修会
業務委員　柴 田 真 克

　平成30年11月27日㈫山口市湯田のセントコア山口に
おいて平成30年度第２回山口支部研修会が尾村成一支部
長の挨拶で始まり平連嗣騎理事の司会進行により開催さ
れました。
　
　第一講では、「消費税の軽減税率制度について」と題
し、山口税務署　上席国税調査官の山根薫様より事業者
の方に知っておいていただきたい軽減税率のポイント等
をご説明いただきました。

　第二講では、「やさしい家族信託実務セミナー」と題
し、司法書士法人・行政書士山口中央事務所　福田修平
様に家族信託について、大変分かりやすい例を挙げて、
宅建業の実務にも非常に参考になる講演をいただきまし
た。今後の取引においても、大いに役立てお客様により
良いご提案ができていくものと期待されます。

　第三講では「山口市コンパクト・プラス・ネットワー
クのまちづくり計画（案）の概要について」と題し、山口
市都市整備部　都市計画課　主幹　春野義則様より計画
に関する基本方針、山口、小郡に集積すべし施設、山口
市の居住環境に関する考え方をご説明いただきました。
山口市が将来にわたって暮らしやすい街になることが期
待されます。

　年末に近い大変お忙しい中、約３時間と長時間でし
たが大変多くの会員の皆様に出席していただきました。
今後も会員の皆様に役にたてるような研修会の開催を
して参りたいと思います。研修に関しましてのご要望
等がございましたら、お気軽におよせください。お疲
れ様でした。
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ハトマーク空き家無料相談会の開催
法務委員長　竹 下 雅 樹

　社会貢献事業の一つとして、平成30年11月23日「い
い不動産の日」にハトマーク「空き家無料相談会」を開催
致しました。
　会場は山口支部事務局会議室として、３組の相談が同
時に出来るよう机を設置しました。９時30分の開始とほ
ぼ同時に３組の方がお見えになり、さっそく係員が相談
を受けました。20～30分で最初の３組が終えられた後、
またほぼ同時に３組の方が来られて、大変タイミングの
良い（待ち時間が無い）相談となりました。
　相談内容としましては①所有しているアパートが６か
月空いており何とかしたい②空き家を売却したいが接道
道路が無い③親から相続した実家があるが、兄姉間で取
り分でもめている（まだ売却はしていない）④築後90年

くらいの家があるが、解体して土地で売った方が良い
か？⑤下関に古家があるが、仲介では時間がかかるので
業者に買い取りして欲しい。⑥自分が亡くなったら相続
人がいない古家がある。業者に買い取ってもらい、その
上で賃料を払うので同じ家に住み続けたい。そういう業
者はいないか？などでした。
　空き家はますます増えてきますので、その対策は重要
だと思いますが、抱える問題は多岐にわたっており、相
談員としましても明確な答えが出来ないというジレンマ
があります。今後も空き家問題は増加していくと思わ
れますので、会員の方は幅広い知識、経験を生かして
取り組んでいただきますよう、ご協力よろしくお願い
致します。

山口支部親睦忘年会
法務委員長　竹 下 雅 樹

　平成30年12月６日㈬18：00より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ました。今年の参
加者は89名と多数ご出席いただきました。㈲藤井プラン
ニング藤井社長の司会の下、西京土地建物㈱尾村支部長
のご挨拶から始まり、本年度新規加入いただいた会員と
会社代表者に変更のあった会員の紹介のあと、㈲山永不
動産竹下副支部長の乾杯で楽しい宴がスタートしました。
　日頃なかなか声掛け出来なかった会員さん、あるいは
初めてお会いする会員さんも、今日ばかりはあちこちの
テーブルで積極的に名刺交換されており、会場はあっと
いう間に賑やかになりました。食事もある程度進んだと

ころで、恒例の大ビンゴ大会が始まりました。司会はい
つも名調子で進めていただく、㈱小郡不動産右田社長で
す。89名の参加に対し商品は11個ですから、今年の宅建
試験の合格率よりも厳しい戦いとなりました。時間の関
係で用意していたカラオケが出来なくなるハプニングは
ありましたが、楽しい時間はあっという間に過ぎてお開き
の時間となりました。締めの挨拶は信和不動産株山野社長
にお願いして元気に１丁締めで締めていただきました。
　山口支部の会員は少しずつ若い会員が増えており、雰
囲気も変わってきていますが、本年の忘年会は山口支部の
さらなる結束が図れた大変有意義なものと感じています。
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山口yamaguchi  新入会員のご紹介
TANAKA不動産株式会社
代表取締役　 田中　義治

〒753-0051　山口市旭通り1丁目10番2号
TEL 083-902-2626　FAX 083-902-2627
山口県知事(1)第3631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、TANAKA不動産株式会社の田中と申します。
　新参者ではございますが、一日も早く不動産業を通じ
て地域経済活性化に貢献できるよう、努めて参ります。
　どうぞ、皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し
上げます。

株式会社　HMホームマネジメントほもやらん
代表取締役　 熊野　康惠

〒753-0045　山口市黄金町３番10号エイシンビル102
TEL&FAX 083-923-2233
山口県知事(1)第3629号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させていただ
きました熊野康惠です。長年、英語教育に関わってきま
した。25年前に合格した宅建の資格を生かすことがで
きるよう、この度、株式会社を設立しました。宅建協会
の研修会や会員の先輩業者の方々からのご指導を頂きな
がら、出来るだけ多くの方々に喜んでいただける仕事を
したいと思います。よろしくお願い致します。

中
村
女
子
高

山口
地方裁判所

山口
銀行

JR 山口駅

コープ
やまぐち 商店街アーケード

べルコ

大進

株式会社HMホームマネジメント
ほもやらん
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有限会社　芳西工務店
代表取締役　 芳西　広二

〒753-0851　山口市黒川3608番地
TEL 083-921-3313　FAX 083-924-3418
山口県知事(1)第3634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、有限会社芳西工務店の芳西と申します。
　これまでの建築業としての30年の経験を活かし、地
域の皆様に信頼される不動産業を目指したいと思ってお
ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいた
します。

株式会社　ソルトエステート
代表取締役　 塩田　英幸

〒754-0894　山口市佐山1380番地１
TEL 083-976-6347　FAX 083-976-6346
山口県知事(1)3639号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させて頂きま
した、株式会社ソルトエステートの塩田と申します。 
　不動産業の経験がない中でのスタートという事で、不
安もありますが、協会や地域に貢献できるよう一生懸命
努力し、研鑽を積んでいこうと思っています。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

鳩岡
自治会館

生田
商店

佐山
小学校

周
防
佐
山
駅介護タクシー光

株式会社ソルトエステート
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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

◎新規入会 
　・TANAKA不動産㈱ 代表者・専任取引士　田中　義治　
　・㈱HMホームマネジメントほもやらん 
 代表者・専任取引士　熊野　康惠　　
　・㈲芳西工務店 代表者・専任取引士　芳西　広二
　・㈱ソルトエステート 代表者・専任取引士　塩田　英幸　
◎専任取引士入会
　・㈲エーライフ 専任取引士　伊藤　裕江　
◎代表者変更
　・㈲エーライフ （新）中川　剛史 （旧）中川　映子　　　　　　　　　
◎専任取引士変更
　・タマホーム㈱ （新）野村　成美 （旧）髙畠　昭江　　　　　　　　　　　
　・百年住宅西日本㈱ （新）安田　弘喜 （旧）松岡　康之　　　　　　　　　
◎住所変更　 　　　
　・㈲アセッツ （新）〒753－0046  山口市本町２丁目２－13             　　　　　　　
　・㈲両國 （新）〒753－0831　山口市平井1418番地３　　　　　　　
◎電話番号変更
　・㈲両國 （新）（083）902－5877　　
◎FAX番号変更
　・㈲両國 （新）（083）902―5878　　
◎退会
　・つちや産業㈱ 代表者　梅林　義彦
　・㈲日建 代表者　大津　　明　　　　　　
◎専任取引士退会
　・つちや産業㈱ 豆塚　力男　　　　　　
　・㈲日建 大津　和子　　

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

山陽綱機建設㈱ H31．2．22

㈲三協 H31．3．13

㈲タカミ不動産 H31．4．９

田中金属㈱ H31．5．23

㈱YM-Create H31．6．８

㈲須子測地開発 H31．6．15

平成30年度忘年ゴルフコンペ
法務委員　平 連 嗣 騎

　去る12月５日㈬、レインボーヒルズ泉水原ＧＣにて
平成30年忘年ゴルフコンペが、７組28名の多数のご参
加を頂き盛大に開催されました。青空のもと、時折吹く
風も心地よく、師走としては最高のゴルフ日和でした。
腕に覚えの並み居る強豪を抑え、見事に優勝の栄冠に輝
いたのは、国近不動産情報センターの国近さんでした。
準優勝は、小郡不動産の右田さん、３位は、きららの洲
崎さん。ベストグロスは、エルクホームズの岡村さん（グ
ロス：81）でした。お忙しい中ご参加頂きました皆様、
本当にありがとうございました。
　次回の開催は来年春頃を予定致しております。初参加

の方も大歓迎ですので、お気軽に奮ってご参加頂きます
ようお願い致します。

■優勝者のクラブセッティング■
　皆様のご参考になればと思い、優勝者の国近さんにク
ラブセッティングをお聞きしました。
　Ｄ：ジオテックＧＴ
　３Ｕ・４Ｕ・５Ｕ：ジオテックＧＴ
　５Ｉ～９Ｉ：ミズノＭＰ－４
　ウェッジ（50・56・58）：ロマロＲＡＹ
　Ｐ：取材不足のため不明

　個性が輝きを放っていま
す。まずティショットでは
飛距離を求め、２打目以降
は飛距離ではなく思い描い
たラインで確実にピンを
狙っていく、そして状況に
応じて３本のウェッジの使
い分け。プレーヤーの明確
な意思が伝わってくる、正
に “燻し銀” のビューティ
フルなセッティングと言え
るのではないでしょうか。
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防府hohu

新年、あけましておめでとうございます。
平成最後の新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上

げます。
さて、私は昨年４月より防府支部の支部長の職をお預

かりすることになりました。
はじめての経験ということもあり、戸惑うことや皆様

にご迷惑をお掛けすることもたくさんございました。現
在滞りなく支部運営ができておりますのも、理事の皆様、
そして多くの会員の皆様のおかげであると思っておりま
す。日頃のお力添えに対しましても、改めて御礼申し上
げます。

さて、宅建協会防府支部では『情報共有と資質向上に
よる一般消費者と会員の利益擁護』、そして『情報発信
と地域貢献による信頼産業としての立場の確立』を指針

として、様々な取り組みを行なっております。
会員の日々の業務に活かせることを念頭に置いた研修

会や、各事業において行政や他の業界を巻き込みながら
行なっていく取り組みを通じて、より一層会員の皆様に
役立ち、そして多くの方々に会員を知っていただく機会
を創出したいと考えております。今後も多くの事業に参
画していただくと共に、これからも支部の運営にご協力
をお願い申し上げます。

結びになりますが、私は来年３月の任期満了まで理事
の皆様と一緒に走り続けてまいります。常に支部の運営
にご協力をいただける皆様に感謝申し上げると共に、皆
様方に益々のご活躍とご健勝を心から祈念いたしまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年ごあいさつ
防府支部長　上 田 清 侍 

第２回防府支部研修会開催

　平成30年11月１日㈭デザインプラザ防府４階研修室に於きまし
て、２回目の支部研修会を開催しました。
　研修内容は「解り易いインターネット活用術：宅建業者編」で、㈱
モトクロスの代表取締役　松永秀夫様にお話をしていただきました。
グーグルサイトへの広告掲載方法や、今後ますますインターネット検
索が増加することが予想されるので、検索上位になるようなＳＥＯの
必要性を聞くことが出来ました。
　参加された会員様も興味深く、また、熱心に聞かれていました。
　１月にも研修会を予定しておりますので、皆様の興味がある内容
を考えておりますので是非ご参加下さい。

ハトマーク空き家無料相談会開催
　平成30年11月23日㈮10時から12時まで、防府支部に於いてハト
マーク空き家無料相談会を開催しました。昨年に比べ相談者の人数
が少なく４名でした。
　空き家をお持ちで困られている方が増えているようです。
　少しでも皆様のお役に立てればと思います。

法務委員　廣 政 　努 
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◎代表者変更	 ・成長建設㈱ 坂田　眞一　→　西村　　健　　　　　　
 ・日商友希㈱ 清起　卓夫　→　新木　律子　　　　　　
◎専任取引士増員	 ・日商友希㈱ 丸田榮二郎　　　　　　
◎専任取引士変更	 ・㈱カドタ商事 森岡　盛善　→　門田　悦秀

 ・㈱インスパイア 斉藤　美樹　→　宇野　人美
◎所在地変更	 ・安村商事㈱ 防府市宮市町10－36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  →　防府市宮市町10－38
◎退　会	 ・協栄土地建物㈲
 ・㈲アイ不動産

会　員　の　動　き

防府支部AEDの寄贈式及びAEDを使った心肺蘇生法講習の開催
業務委員長　渡 壁 一 邦

　平成30年９月20日㈭、地域貢献・交流事業として、
防府市役所市長室にて「AEDの寄贈式」を執り行いまし
た。防府市より市長はじめ計 7 名、防府支部からは 5 名
の出席となりました。
　AEDの設置場所につきましては、昨年度完成致しまし
た防府市スポーツセンター人工芝多目的グラウンドとな
ります。各種スポーツイベントでご利用される多くの皆
様が、より一層安心してスポーツを楽しんで頂けるよう
願っております。

　また、いざという時AEDを抵抗なく使用できるように
なることも必要かと考え、平成 30 年 9 月 27 日㈭に防
府支部にて、防府市消防署さんにご協力頂き、「普通救命
講習」を開催しました。参加者全員に「普通救命講習修
了証」を発行して頂き、会員自らも救急救命に対する意
識を高めることが出来ました。
　今後もアイデアを練って、地域貢献できるよう色々企
画していこうと思います。
　ご協力頂いた皆様、誠にありがとうございました。
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周南shunan

新年のご挨拶
周南支部長　箱 﨑 壽 美 枝

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には平素より協会運営に理解とご協力を賜
り心より感謝申し上げます。
　今春、天皇陛下退位が予定され新しい年号も変わりま
す。周南支部の皆様にとっても繁栄を期待できる年にな
ることをお祈り申し上げます。
　世界情勢では北朝鮮金正恩ミサイル発射行動から米

（トランプ）朝首脳会談は行われたものの先の見えない
展開に終わり米国、中国における貿易戦争も先行きは混
迷中であります。
　年末にはカルロス・ゴーン率いた日産自動車、三菱自
動車、ルノーのトップでありながら報酬50億円過少記
載指摘通報され、その後フランス、日本、両国首脳トッ
プ会談にまで問題の拡がりを見せました。
　さて我々業界では
　①空き家対策は今や社会問題として、都市圏・地方に

関係無く国全体の課題であり有効活用、リノベー

ション、解体「不動産の日無料相談会」だけではな
く長い継続事業として相談窓口を設け消費者の悩
みを少しでも解決でき地域の活性化に繋げたいも
のです。

　②既存住宅売買における建物状況調査（インスペク
ション）の活用を促し、重要事項説明の対象に加え
安心して取引できるよう一層市場環境の整備を進
める。昨今、「地方創生」と題されるが「人口減少に
歯止めがかからない山口県」日本の人口１割は東京
都に住み１極集中の中、都会と同じ行政・自治体の
方針は地方には通用しない。我々宅建業者も宅建取
引士と素晴らしい名前に恥じない専門知識のレベ
ルアップ、コンプライアンス意識の向上と徹底、実
りある研修会を重ねこの土地に愛着をもってふる
さと納税に変わる特性を育む不動産業界になるよ
う真剣に考えたいものです。今年もどうぞ宜しくお
願い致します。

平成30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30年９月14日㈮
場　所　　周南地域地場産業センター
出席者　　47名

第１講「JA住宅ローンついて」
　周南農業協同組合 金融部推進課 ローンセンター長代
理 光根宏様を講師にお招きし、JAの住宅ローンについ
ての説明を行っていただきました。より利用しやすく
なったJA住宅ローンの内容を光根様に丁寧に分かりやす
く説明をしていただきました。

第２講「不動産取引に係る登記と税金について」
　谷村総合事務所代表で司法書士の佐野直子様、スバル
合同会計所長で税理士の一木一彦様の２名を講師にお招
きし、不動産取引に密接に関係する登記のこと、税金・
税制についての講義を行っていただきました。我々宅建

業者が普段当たり前に接する登記についてですが、当前
であるが故に見落としがちな点や、知っているようで
知らなかった重要な内容などを改めて見直す良い機会に
なったようです。税金については税制改正が毎年頻繁に
行われることにより、不動産に係る税制については不動
産取引に係るプロとして常に勉強をしておく必要がある
ことを再認識しました。
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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

県本部主催の「ハトマーク空き家無料相談会」が今年
も11月23日に支部事務局を会場にして開催されました。
周南支部では会議室に相談ブースを４ブース設営して業
務委員を中心に相談員４名で対応いたしました。当日は
９時30分の受付開始から相談者がご来場になり10時の
開催をまたず来場順に相談を開始いたしました。最終的
には昨年の11組より少ない４組の相談者がありました。
相談内容としては相続がらみの相談が２件、その他２件
でした。その中で他地域の相談も２件あり他地域の物件
の相談につき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
させていただきました。

今年は周南市主催の相談会が直近の10月21日に開催
され相談日が近かったことも前年より相談者が減った要
因と思われます。

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。

空き家対策は社会問題として今後ますますその対応が
重要になっていくと思われます。相談会についてはイベ
ント型から随時型へと移行の時期に来ているかと思われ
ますが、われわれ宅地建物取引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動として地道で継続的な
取り組みが必要と思われます。会員皆様のより一層のご
協力をお願いいたします。
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岩国iwakuni

第３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４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、今回で第３回目となる『いわくに宅建結
婚応縁団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。　
　
　今年も例年通り、男女各20名の募集でしたが、男女と
も募集人数を超える多数のお申し込みをいただき、当日
男性１名の欠席はあったものの、男性23名、女性24名の
計47名ものご参加をいただくことが出来ました。
 
　会の進行としては、先ず見室副支部長に挨拶頂いた後、
各１分半ごとのお見合いトークタイム、その後、立食形
式でのビュッフェバイキングやフリータイムにて皆様に
ご歓談いただき、そしてカップル成立の発表後、塩田支
部長の閉会の挨拶と、無事盛況のうち終えることが出来
ました。
 
　とはいえ今回も改善すべき反省点や課題など多々あり
ましたが、我々の趣旨にご賛同いただいたエグレッタ様

から予算以上の素敵なお料理を提供いただけたことや、
参加者の皆様方が予想していた以上に素敵な方々にお集
まりいただけたことになによりも助けられ、始終、笑顔
や笑い声に包まれた楽しい雰囲気のパーティーであった
様に思います。
　そして最終的には、５組のカップルと１組の友達カッ
プルを成立することが出来ました。
 
　また、主催した我々自身にとても楽しい会でした。
次年度も開催することがあれば、ご参加頂く方々に生涯
のパートナーを見
つけていただくこ
とが出来るよう、
より一層素敵な出
逢いの場を提供す
るべく宅建協会岩
国支部一丸となっ
て頑張りたいと思
います。

新年のご挨拶
岩国支部長　塩 田 博 志

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、多くの抱負や希望を
抱き、清々しい新春を迎えられたこととお喜び申し上
げます。
　また平素より支部運営に関しまして多大なるご理解
ご協力をいただき、誠にありがとうございます。心よ
り御礼申し上げます。
　昨年を振り返りますと、記録的猛暑のなか西日本を
襲った豪雨災害がまず思い浮かびます。岩国支部では
山口県と協力し応急型借上げ住宅の契約に対応させて
いただきました。初めてのことに戸惑いながらも、多
くの会員の皆様にご協力いただいた結果９件の成約と
なりました。罹災された方への住宅確保のお手伝いが
できたことは我々の業界の社会的使命を果たすという
重要な意味合いもあり、ご尽力くださいました会員の
皆様には心より感謝申し上げます。
　業界の動向にも大きな動きがありました。仲介手数

料に関する改正や、改正宅建業法に伴う既存住宅流通
の際のインスペクション斡旋提案の義務化。また国土
交通省主導による『安心R住宅』制度が開始となったこ
とを受け、全宅連版の安心R住宅制度を１０月１日より
対応開始となりました。現場は複雑化する一方ではあ
りますが、皆様とともに学習し、消費者からの信頼へ
と繋げていきたいと思っております。
　さて本年、平成から新しい元号へと移ります。干支
は『己亥』́ 完成した自己や成熟した組織が、足元を固
めて次の段階を目指す準備をする年´という意味合い
があるそうです。岩国支部もまた新しい世代へと繋い
でゆく準備をしなければならないと考えております。
皆様と共に新しい歴史のスタートを素晴らしいものに
したいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し
上げます。
　結びに、本年が皆様にとって実り多き一年となりま
すよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。
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　本部から戴きました支援金を支部で協議した結果、７
月豪雨災害支援に役立ててもらいたいとの気持ちで支援
金10万円全額を岩国市へ寄贈しました。庁舎へは、岩国
支部の塩田支部長他５名の支部の理事で訪問し、福田良

彦市長に手渡しまし
た。話は、７月の豪
雨災害から２カ月余
り経過し、復旧工事
に入っているとのこ
とですが、まだまだ
生活支援が必要なこ

とや、被災者へのみな
し仮設住宅の斡旋の意見交換、空母機動部隊の米軍関係
者の移住についての借家需要や生活習慣などのこと、ま
た開港から、もう時期６年の岩国錦帯空港の利用状況や
企業誘致があれば、市に情報を提供してもらいたいと市
長からの要望を頂きました。
　時間としては15分程度では有りましたが、テレビの
取材等もあり私も含め皆さん緊張した様子でした。当日
18時に地元ケーブルテレビのアイキャンでこのことが
放映されました。
　県下全会員の皆様、心より御礼申し上げます。

豪雨災害支援金10万円を岩国市へ寄贈
総務副委員長　坂井　幸栄

 新入会員のご紹介
S-Clas
代　表　者　　坂部　政子

〒740-0017　山口県岩国市今津町６丁目12-23　B１-１
TEL：0827-29-3755　FAX：0827-29-3756
山口県知事(1)第3640号

　この度　山口県宅建協会岩国支部に入会いたしましたS-Clasの坂部です。入会に際し、ご指導、ご協
力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
　まだまだ知識も経験も浅い若輩者ですが、期待してくださる方々に深く感謝し、地域を盛り上げら
れるよう日々愚直に取り組み、私自身も人として成長していけるよう努めてまいります。
　至らぬ点も多々ありますが、今後ともご指導よろしくお願いいたします。

釣り場放浪記
　10月17日６時、８人の釣り師が遊漁船「ゆきかぜ」に乗り組み、
新港を出発しました。出港するときは夜明け前で、工場や街の明
かりと船の波しぶきは、ロマンを感じさせます。　　　　
　本日の狙いは、五目釣りと大物狙いです。私は４回目の参加で
すが、面白いもので大物（ブリ・ヒラメ等）狙いの方とウマズラ
ハギを狙う方に分かれています。特にウマズラハギを狙う村川不
動産の村川さんと瑞穂不動産の森本さんは釣果を競うライバルで
ありお互いに高みを目指す同志のような間柄であり、お話を聞い
ていても楽しく、微笑ましいものがあります。
　７時頃上関の八島沖に到着、釣り開始です。水深は約50ｍ。サ
ビキに付けた籠に撒き餌をたっぷり入れて、船頭さんの合図で一
斉に海に落とします。気合充分ですが、あまり反応がよろしく
ありません。程なくポイントを移動しても朝は反応が悪く、気
合が空回り。２回ポイントを移動した10時過ぎ位から面白いよ
うに反応が良くなり、アジの入れ食い状態になりました。海に
籠を落とすと「待ってましたよ。」とばかりに海からググッと反
応が返ってくる。曳きは強く、久しぶりの感覚に興奮する。釣
れると少し余裕ができて周りを見回すと、アジ釣りから大物狙
いに仕掛けを変更する方や、ウマズラハギ一本の勝負に闘志を
燃やしている方もおり、それぞれの釣りを楽しんでいました。　　　　　　　　　　
12時頃だったでしょうか、最初に大物を釣り上げたのはサカイ土
地の坂井さんです。待望のヒラメ（60㎝程）が釣れました。
　その後なかなか大物が釣れず、隣の船がハマチを釣り上げるの
を見ながらアジ釣りに興じていましたが、昼１時頃にシーエス
ジェイの田中さんがこの日一番の大物ブリ（86㎝）を釣り上げま
した。船頭さんが魚の動きに合わせて船を操舵し、竿をしならせ

ながら釣りあげる様はとてもかっこよく、海面に魚が上がってき
た時は歓声を上げました。田中さんは、その後もう一匹ハマチ（80
㎝）を釣り上げました。私も続いてハマチ（70㎝）を釣り上げる
ことができました。魚の曳が強く、竿が海に引っ張られそうにな
るのをこらえながら竿をたてて一気に捲く。この繰り返しですが
真剣勝負は面白く、益々釣りが好きになりました。
　夕方から用事があり、残念ながら宴会には参加できませんでし
た。ハマチを持って帰り子供たちに見せると、私が釣ったとは信
じてもらえません。身ぶり手ぶりで体験談を話し、やっと信じて
もらいました。今回も楽しくて美味しい釣り同好会でした。

（株）和木不動産　岡本秀之

釣り場放浪記番外編｛大物・五目吊り｝
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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31年２月12日㈫
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が平成31年６月11日から平成31年８月11日までの更新の方
■案内発送日：平成30年12月19日㈬

■日　　　時：平成31年４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８月12日から平成31年10月８日までの更新の方
■案内発送日：平成31年２月20日㈬

■日　　　時：平成31年６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10月９日から平成31年12月10日までの更新の方
■案内発送日：平成31年４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

５年に１度の
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 山口 (1)3631 TANAKA不動産㈱ 田中　義治

2 山口 (1)3629 ㈱HMホームマネジメントほもやらん 熊野　康恵

3 山口 (1)3634 ㈲芳西工務店 芳西　広二

4 宇部 (1)3635 ㈱新町地所 亀井　　薫

5 周南 (1)3633 ㈱マルニ 山田　敬太

6 山口 (1)3639 ㈱ソルトエステート 塩田　英幸

7 岩国 (1)3640 S-Clas 坂部　政子

退　　会

1 防府 (10)1563 協栄土地建物㈲ 福永　　孝

2 山口 (8)1975 ㈲日建 大津　　明

3 柳井 (8)2122 東和不動産 矢野　勝徳

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

4 山口 (7)2165 つちや産業㈱ 梅林　義彦

5 下関 (8)2177 ㈱モリノブ地建 森本　展弘

6 宇部 (6)2471 ㈱新町地所 亀井　　薫

7 山口 (6)2591 西部不動産 西田　光雄

8 防府 (4)3013 ㈲アイ不動産 坂田　雅恵

9 岩国 (4)3042 アリムラ 有村　健男

承　　継

1 宇部

理由：法人→個人

荒瀧　寛次旧 (3)3255 ㈲アイリス不動産

新 (1)3636 アイリス不動産

入　退　会　等

協 会 の 動 き
9月

6 木 第３回総務委員会 於 会館 出席者11名

7 金 全宅連情報提供委員会 於 東京 上原

8 土 平成30年四会合同研修会 於 山口 上原

11 火 公明党幹部との懇談会 於 東京 上原

12 水 第３回ビジョン策定ワーキング
グループ 於 東京 上原、林、西村

西山

13 木 第３回業務委員会 於 会館 出席者11名

17 月 全宅連消費者セミナー 於 福岡 上原

18 火 第１回山口県不動産研修会 於 山口 出席者198名

21 金 第３回法務委員会 於 会館 出席者８名

26 水 「全宅連安心Ｒ住宅」事業説明会 於 会館 出席者68名

10月

4 木 第４回ビジョン策定ワーキング
グループ 於 東京 上原、林、西村

西山

5 金 山口県居住支援協議会　事業説明会 於 周南 主計、塩田

9 火 第４回宅建取引士法定講習会 於 会館 木原

13 土 山口市空き家セミナー・無料相談会 於 山口 尾村、山野

14 日
福岡宅建柴山副会長受章祝賀会 於 福岡 上原

林よしまさ国政報告会並びに
山口後援会総会 於 山口 尾村

16 火 試験監督員説明会 於 会館 出席者76名

21 日
周南市空き家セミナー・無料相談会 於 周南 佐野

宅建試験 於 防府
下関 出席者94名

25 木
平成30年度第１回山口県建築物
アスベスト対策連絡会議 於 山口

県庁 中島

臨時総務委員会 於 会館 出席者 10 名

10月

26 金

第３回常務理事会

於 会館

出席者11名

山口県居住支援協議会　意見交換
会（山口　１回目） 出席者20名

第５回幹事会（政治連盟） 出席者９名

第５回理事会 出席者24名

30 火 山口県居住支援協議会　意見交換
会（岩国　１回目） 於 東京 出席者36名

11月

1 木 全国賃貸不動産管理業協会山口県
支部設立総会 於 会館 出席者14名

6 火 宅建議員連盟・全政連合同総会 於 東京 上原

8 木 第２回正副会長会議（政治連盟） 於 東京 上原

9 金 平成30年度新規免許業者研修会 於 会館 出席者29名

13 火 第４回総務委員会 於 会館 出席者11名

15 木 山口県居住支援協議会　意見交換
会（山口　２回目） 於 会館 出席者20名

18 日 第２回政経セミナー 於 山口 出席者39名

20 火 平成30年度中間監査 於 会館 出席者８名

21 水 平成30年度第１回ゴルフコンペ 於 宇部 出席者52名

22 木

保証協会　研修会 於 東京 岡村

西日本流通機構理事会 於 広島 上原

「新たな住宅セーフティネット制
度」の取組状況等に係る説明会 於 福岡 野村

23 金 ハトマーク空き家無料相談会 於 ８支部 出席者39名

26 月

山口県居住支援協議会　意見交換
会（岩国　２回目） 於 岩国 出席者29名

平成30年度協会版ビジョン策定
ワーキンググループ追加相談会 於 東京 上原

27 火
全宅保証第４回理事会

於 東京 上原
第３回役員会（政治連盟）

28 水 全宅管理理事会 於 東京 上原

29 木 第４回業務委員会 於 会館 出席者10名
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岩国支部

　先日、とある会合でご一
緒した方々が、喫煙につい
て肩身が狭い思いをしてい
る話を耳にした。たしかに
意識して観察してみると、
街中や公共の場での喫煙所

は軒並み減少した気がする。新幹線のホームでも、よく
見ればホームのはるか端っこにポツンと喫煙所があり、
知り合いがそこに喫煙に行くと、その姿がみるみる米粒
のように小さくなっていく。価格も年々値上がりし、そ
のせいか身の回りでも喫煙者が段々減っている気がす
る。私は過去煙草を吸っていたことがあるのでさほど気
にならないが、やはり吸わない人たちにとっては「百害
あって一利なし」なのだろう、そういう意味では昨今の

煙害に対する啓蒙活動が功を奏したと言える。
　これまた先日、賃貸物件での喫煙に関するトラブル事
例の記事を見た。内容は、「ベランダや廊下で喫煙して
いる人のせいで、煙が隣室に流れて臭いからやめさせ
てほしい」といったものだった。室内での喫煙は原状回
復に多大な影響があるので、私もお客様には「もし吸う
なら外で吸うように」とお願いしていた・・・が遂にここ
まできたのか、と驚愕した。最近は新築物件で敷地内の
喫煙を禁止したり、某不動産流通サイトのチェック項目
にも「非喫煙者限定」があったりと、世間一般に限らず
不動産業界においても喫煙に対する規制が段々と厳しく
なっていることを実感した。
　・・・煙草、止めといてよかったε=(￣o￣; )ﾎｯ

岩国支部　羽　村　一　重

発行人　会長　上　原　祥　典　　　編集人　法務委員長　清　水　謙　治

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

「四季を楽しむ　やましろエリア」
　やましろエリアとは、岩国市内の美川町・錦町・美和町・本郷町の総称です。
　このエリアは、岩国市内を流れる錦川の上流から中流に位置し、大変自然豊かな地域です。寂地峡・羅漢山・
弥栄湖・雙津峡温泉など観光資源が豊富で、名産品も岸根栗・鮎・わさび・こんにゃく・金雀（日本酒）など
四季折々のものが揃ってます。この記事を執筆していた時期はちょうど紅葉が見頃で、その景色はまさに「た
くさんのカープファンで埋め尽くされたマツダスタジアム」のようでした。
　日本の自然は、季節に応じて様々な表情を魅せてくれます。今は写真やスマホで簡単に見ることができます
が、やはり現地で見ると写真では伝わらない感動があります。たまには自然と触れ合い、四季を肌で感じ、楽
しんでみてはいかがでしょうか。

錦川清流線 ホタル（府谷）

寂地峡 雙津峡温泉
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