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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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１．各種特例措置の適用期限延長
　各種特例措置の適用期限が以下の通り延長されます。

　⑴　土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
　　　…平成33年３月31日まで２年間延長

（土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率）
　　　所有権の移転登記　　　２％　→　1.5％

　⑵　既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置延長及び拡充
　　　買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行ったあと、その住宅を再販売する場合

　　　【住宅部分】

　　　【敷地部分】
　　　＜要　　件＞対象住宅が「安心Ｒ住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
　　　＜減額内容＞⑴45,000円⑵土地１㎡あたり評価額×１/２×住宅の床面積の２倍（上限200㎡）×３％の

いずれか多い方を減額

　　　①原稿の措置を平成33年３月31日まで２年間延長
　　　②省エネ改修について、適用要件の合理化

　省エネ改修を行った結果、住宅全体の一定の省エネ性能が確保される場合（※）、「全ての居室の全て
の窓の断熱工事を行う場合」でなくとも、本特例措置の適用対象となる。（全窓要件の合理化）
※断熱等性能等級４、または断熱等性能等級３かつ一次エネルギー消費量等級４を満たすことが所定

の書類で証明される場合

２．空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の拡充・延長
　空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」
に由来する古い空き家（除去後の敷地を含む。）の有効活用を促進するため、空き家の売却に係る特例措置
が、以下の通り延長・拡充されます。

　　　
　　【空き家3,000万円特別控除とは】

　相続時から３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相
続した相続人が、当該家屋（その敷地を含む。また、耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。）
又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する
制度

平成31年度税制改正大綱のポイント
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３．地域福利増進事業に係る特例措置の創設
　人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地
の所有意識の希薄化等により増加する所有者不明土地の有効活用を促すため、所有地不明土地の利用の円
滑化等に関する特別措置法に基づき、都道府県知事による使用権の裁定があった特定所有者不明土地（※）
を利用して行う地域福利増進事業（※）の用に供する土地・建物について、以下の特例措置が創設されます。

特例措置の内容
軽減税率 事業者に土地等を譲渡した場合の長期譲渡取得（2,000万円以下の部分）に係

る税率を軽減（～平成31年12月31日まで１年間）
固定資産税及び都市計画税 地域福利増進事業の用に供する土地・建物について、課税標準を５年間２／３

に軽減（～平成33年３月31日まで２年間）
 

（※）
特定所得者不明土地とは：相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知するこ

とができない一筆の土地のうち、現に建築物が存在せず、かつ、業務の用など特別の用途に供されていない
土地をいいます。

地域福利増進事業とは：地域住民の協働の福祉又は利便の増進を図るために行われる公園、広場、購買施設等の整備に関する事業を
いいます。

４．消費税増税に係る負担軽減方策
　ご案内の通り、平成31年10月１日に消費税率が10％へ引き上げられます。これに伴い、需要変動の平準
化に万全を期すため、住宅ローン減税の拡充措置が講じられます。

控除期間 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額(一般住宅の場合)

３年間延長
(10年間→13年間)

以下のいずれか小さい額
①借入金年末残高（上限4,000万円）の１％
②建物購入価格（上限4,000万円）の２／３％（２％÷３年）
※認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限：5,000万円、建物購入価格の上限：5,000万円

　    ※消費税率10％が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月１日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。
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　また、既に決定済みの措置に加え、すまい給付金の拡充等、税制・予算による総合的な対策を講じるこ
ととされました。

※上記のほか、住宅ポイント制度が創設されます。

５．その他の特例措置の期間延長
　以上の他、期限切れとなる各種特例措置についても適用期限が延長されます。

 

６．その他
・被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例の拡充（所得税　等）
・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合等の所得税額の特別控除に関する標準的費用額の工事実績を

踏まえた見直し
・熊本地震の被災地住宅用地等に係る課税標準の特例措置の拡充（固定資産税　等）

注意：本内容は、平成31年度税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案であります。
　　　税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年３月末頃に成立する見込みです。

《不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目》
①サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
(固定資産税：５年間２/３減税、不動産取得税：家屋について課税標準から1,200万円控除／戸、土地につい
て税額から家屋の床面積の２倍に当たる土地面積相当分の価額等に税率を乗じて得た額を軽減)
…平成33年３月31日まで２年間延長
②Ｊリート及びＳＰＣが取得する不動産に係る流通税の特例措置
(登録免許税：移転登記に係る税率を本則２％から1.3％に軽減、不動産取得税：課税標準から３/５控除)
…平成33年３月31日まで２年間延長
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平成30年度　第２回山口県不動産研修会報告

　平成30年度本部研修会が平成31年２月14日㈭に山
口市小郡の山口グランドホテル２階　鳳凰の間にて
開催され、156名が参加されました。研修会は、箱﨑
総務副委員長の司会進行で、倫理綱領唱和、林副会
長の開会の辞、上原会長の主催者挨拶へと進み、研
修が始まりました。

　第１講は「消費税軽減税率
制度について」を山口税務
署　法人課税部門統括調査
官　作野和教様より講演頂
きました。この10月に予定
されている消費税の増税の
際に、今までとは違って、食
品等には軽減税率が適用さ
れる予定になっており、ど
んなものが対象となるのか、
事業者別にどういう対応が
必要なのかの説明がありま
した。不動産業界では関係が
無いと思っていたのですが、
仕入れの際に軽減税率適用
有無で区分経理が必要とな
ることが分かりました。続い
て、消費税増税時の経過措
置について説明があり、国税庁のホームページにＱＡが
割と詳しく出ているので、疑問点などありましたら、ご
参照くださいということで講演を締めくくられました。

　第２講は「宅地建物取引業と事業承継について」を
山口県事業引継ぎ支援センター　専門相談員　金田
孝三郎様より講演頂きました。山口県では、倒産件
数の６倍もの休廃業が発生しており、事業の承継が
スムーズに行われていないと思われる現状について
の報告がありました。続いて、法人の場合の事業承
継と個人の事業承継の違いについて説明があり、特
に個人の場合は親族に引き継ぐ場合にでも、廃業→
起業といったプロセスを経ることになるので、充分
な準備が必要になるとともに、個人版事業承継税制

をよく知ることが大切だとのことでした。また、事
業承継については簡単にできるものではなく、準備
などは10年スパンで計画すると同時に、貸借対照表
などをしっかり確認して、
現経営者の個人資産（役員借
入金や役員からの貸借）など
もしっかり洗い出しておく
必要がある旨、説明があり
ました。また、「つなぐノー
ト」という事業承継を行う際
のチェックおよび記録のた
めの冊子が配布されました。

　第３講は「不動産市場の構造変革とこれからの不動
産ビジネス」を明海大学　不動産学部　学部長　中城
康彦様より講演頂きました。これからの不動産・不
動産業界について考えていくということです。まず

「空間価値の創造」をテーマに土地の一体化・共同使
用により土地上の建物の価値を上げていくことにつ
いて、具体例を挙げながら説明を頂きました。続い
て「収益価格を求める」テーマに説明がありました。
久しぶりに「Σ」などの記号を目にして、少し難し
く感じる部分もありましたが、①将来純収益を予想
する②現在価値に換算する③総合計を求めるの３ス
テップをいろいろなパターンで計算しました。収益
価格については、収益物件の売買が多く行われるよ
うになった現状においては大変重要であると説明が
あり、まさしくそのとおりだと感じました。続いて「空
間の利用」「建物と価値」について説明がありました。
その中で、日本と欧米の建物についての比較があり、
時間と建物価値の関係で大きく異なる理由や不動産

（土地＋建物）の価値の考え方の違いについても説明
がありました。また既存建物の再生についても、日
本や欧米のいろいろなパターンでの実例が提示されま
した。大きな建物は難しく
とも、アパートの再生など
は参加者にも参考になった
だろうと思います。
　まだまだ資料はあったの
ですが、ここで時間となり講
演が終了となりました。その
後の項目で安心Ｒ住宅など
もあったので、残念でした。
　
　不動産業界も著しく変化しています。研修会を通
して少しでも遅れないように勉強していくことが必
要不可欠だと感じました。今回も多くのご参加あり
がとうございました。

総務委員　片 岡 謙 一

箱﨑副委員長 林副会長

上原会長

第１講　作野和教 氏

第２講　金田考三郎 氏

第３講　中城康彦 氏
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平成30年度不動産開業支援セミナー報告
平成30年12月12日㈬13：30～15：30
山口県不動産会館　３F　研修ホール

　去る12月12日㈬、不動産業を始めたい方や興味がある方を
対象に、不動産開業支援セミナーが開催され、会場には29名
の参加者が集まりました。
　第１講では「不動産業界の現状と不動産業の魅力につい
て」と題し、上原会長より不動産業の動向についてご説明い
ただきました。
　第２講では「宅建協会入会のメリット」と題し、塩田業務
委員長がハトマークサイト山口等の会員サポートシステムに
ついて説明されました。
　第３講では「現役不動産業者の体験談」と題し、（株）アオ
マツホーム　代表取締役　青松永哲様、ならびに、（株）林不
動産　代表取締役　林豪秀様のお二方より、実際の開業にま
つわる生の声をわかりやすくご講義いただきました。
　第４講では「開業資金・融資制度について」と題し、日本
政策金融公庫山口支店　融資課長　中山昌宏様より開業にむ
けての資金調達のノウハウをご説明いただきました。
　セミナー最後の個別相談会には、希望者６名の参加があ
り、総務委員が１対１で質問を受け、参加された方々は熱心
に話に耳を傾けていらっしゃいました。不動産業への関心を
高めるべく、来年度も引き続き開催いたしますので、会員の
皆様のご協力をお願いいたします。

第１講 上原会長

第２講 塩田委員長

第３講① 青松永哲 氏 第３講② 林 豪秀 氏 第４講 中山昌宏 氏

プログラム
平成31年２月14日㈭ 　13：00～16：00
山口グランドホテル　　２階「鳳凰・鶴」

司会　　　　 箱﨑総務副委員長
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　①13：10～13：40
演　題　『消費税軽減税率制度について』
講　師　山口税務署　法人課税部門統括調査官　作野　和教　氏
第２講　13：40～14：20
演　題　『宅地建物取引業と事業承継について』
講　師　公益財団法人やまぐち産業振興財団
山口県事業引継ぎ支援センター　専門相談員　金田　孝三郎　氏
第３講　14：30～16：00
演　題　『不動産市場の構造変革とこれからの不動産ビジネス』
講　師　明海大学　不動産学部　学部長　中城　康彦　氏
閉会の辞　　 主計副会長
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山口県宅建協会会員ゴルフコンペ

　昨年の11月21日㈬に久々の開催となります（何年
振りかは済みません分かりませんが）山口県宅建協
会会員ゴルフコンペが開催されました。普段、県内
各支部にてゴルフコンペを積極的に開催されてらっ
しゃると思いますが、今回は思い切って、普段お付
き合いが無いであろう県内所属の協会会員の皆様と
の交流を目的に開催しましょう！と総務委員会で決
起、理事会で可決されて私と箱﨑副委員長さんと共
に任されることになりました。

　今回開催のコースは山口市阿知須にあります宇部
72カントリークラブ阿知須コースでした。皆さんも
ご存知の戦略性の高く、最終ホールまで息の抜けな
いドラマチックな名門コースです。11月ならではの
最高秋晴れ、朝と昼の寒暖差はありましたが、コー
ス内の芝の状況、グリーンのメンテナンス状況も完
璧でとても言い訳出来ないコンデッションでＯＵＴ、
ＩＮに分かれてのスタートになりました。そのチャ
レンジに挑む会員のみなさん！14組51名という多数
のご参加を頂き盛大に開催されました。

　スタートは第一組に
上原会長を始め、ゲス
ト参加の少額短期保険
のあそしあの栗沢社長
さん（本社東京からの
御参加）、また長年協
会にご尽力頂きました

片岡旧会長様、森繁様の参加と懐かしい面々の皆様
の参加もあり、そして、各組も所属支部同士が重な
る事が無い様に少しでもゴルフを通じて交流が出来
る様組み合わせもしてみました。

　この言い訳不要のコンペを制した優勝者は防府支
部の國弘次郎さん（株）丸久不動産でした。ＷＰも
しっかりハマられて素晴らしい結果となりました。
次回も是非、連覇を目指して頑張って下さい。優勝
者には宅建協会よりトロフィーと賞品券を授与され
ました。

　準優勝は下関支部の石田正幸さん　住吉工業（株）
でした。スコアーは何とセ
カンドグロスの80の大変な
成績での２位フィニッシュ
でした。３位は防府支部の
中川信宏さん（有）中川不動
産でした。中川さんも80台
前半でのスコアーでのフィ
ニッシュ！
　素晴らしい成績でした。
宅建協会のゴルフコンペは非常にレベルも高く、参
加者51名で平均グロス98となりました。
　表彰式も無事終わり、皆様からも「楽しいコンペで
した」、「次回も開催して欲しい」と多くの方からもお
声を頂き幹事としてはとても嬉しかったです。是非、
次年度も開催出来ましたら皆様の御参加お待ちして
おります。
    

　　　　　　　　　  ＧＲ　　 ＮＥＴ
優勝　國弘　次郎　　98 71.6
２位　石田　正幸　　80 72.8 
３位　中川　信宏　　83 73.4

ベストグロス　
　　　平連　嗣騎　　79  

総務委員　右 田 善 弘
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山口県住宅課からのお知らせ

宅地建物取引業者への一斉立入調査の結果
　例年、11月に全国一斉の宅地建物取引業者
への立入調査を実施しています。
　本県においても、昨年11月から12月の間に
38箇所について立入調査を行いました。
　昨年度に比べて、違反業者数については微
減、違反件数は微増したものの、違反事案に
ついて悪質なケースはありませんでした。
　特徴としては、昨年と同じく犯罪収益移転
防止法に基づく本人確認義務違反が最も多く、

これは、確認記録の作成・保存についての認
識不足によるものでした。
　今回の立入調査では、従業者名簿の未整備も
多く、また帳簿の未整備、重要事項説明書・契
約書への取引士の記名押印漏れなど基礎的な知
識不足によるものが未だに見受けられます。
　トラブルを未然に防止するという観点から
も、引き続き関係法令を含めた法の順守の徹
底をお願いします。

≪対象業者≫　
　○新規免許業者（免許を受けて３年目） ○監督処分、行政指導を受けている業者
　○苦情紛争相談が寄せられた業者 ○50条２項の届出があった案内所　等

≪実施状況≫　※カッコ書きは、宅建協会会員で、うち数
調査実施箇所 左のうち違反業者数

新規免許 その他 案内所 計 新規 その他 案内所 計

37（19） 1（1） 0（0） 38（20） 12（7） 0（0） 0（0） 12（7）

　≪違反の内訳≫
　　・重要事項説明書不交付…………０件 ・従業者名簿の備付け義務違反……５件
　　・帳簿の備付け義務違反…………３件 ・本人確認義務違反…………………11件
　　・重要事項説明書の一部不備……１件 ・37条書面の一部不備………………２件　
　　・指定流通機関への登録義務違反（登録証不交付含む）……………０件
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下関shimonoseki

平成31年新年会
総務委員長　西 山 菊 市

　去る１月15 日㈫にシーモールパレス エメラルドの間 
にて、下関支部の新年会が開催されました。ご来賓25名、
協力企業６名、当会会員・従業者・事務局94名を合わせ
て総勢125名の盛大な新年会になりました。
　新年会の冒頭では、今年のスローガン『堅忍果決』が
発表され、意味は忍耐強く且つ一気に決断する事と説明
されました。
　これに続きご臨席を賜りましたご来賓紹介の後、ご来
賓の皆様を代表して内閣総理大臣 安倍晋三様 筆頭秘書　
配川博之様、参議院議員 林芳正様 事務所 所長　中林修
二様、下関市長　前田晋太郎様、宅建県議団 団長・県議
会議員 塩満久雄様、県議会議員 友田有様よりご挨拶を
賜りました。
　そして、(公社)山口県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会 代表理事八田廣様の乾杯の音頭により祝宴が開宴しま
した。
　余興では下関平家太鼓保存会勝山会による迫力満点の
太鼓の演奏に続き恒例のカラオケ大会、クジ引き大会と
会場は大いに盛り上がりました。
　又、若い会員の方の姿も多く、それぞれ新年の挨拶や
名刺交換が活発に行われ終始笑顔の絶えない楽しい時間
を過ごしました。
　最後に山口県行政書士会 副会長兼下関支部長の松本貴
志様による万歳三唱で閉宴となりました。
　年明け早々のお忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の
方々、ご参加いただきました会員の皆様方には心よりお
礼申し上げます。皆様にとりまして、今年一年がより良
い年となりますようお祈り申し上げます。
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支 部 だ よ り

第２回ハトマークカップ少年サッカー大会

　１月26日㈯、27日㈰の両日で、『第２回ハトマーク
カップ 少年サッカー大会』を開催いたしました。昨年同
様、下関市内外より32チームのご参加をいただき盛大
な大会となりました。
　本年度も勝山SSS様の監督、コーチ、及び保護者の皆
様のご協力により、何事もなく開催する事が出来ました。　　
本当に感謝いたします。ありがとうございました。
　初日は朝の設営時より猛吹雪でしたが、開会式の時に
は奇跡的に晴れ間が出て開会式を行う事が出来ました。
　その後も雪が降る中、各地より集まっていただいた子
供たちの熱い戦いを見て、昔、自分自身がプレーをして
いたことを思い出しながら応援をしていました。
　２日目は天候も回復し、素晴らしいサッカー日和にな
りました。子供たちが真剣にサッカーボールを追いかけ
る姿、試合終了後に見せる歓喜、悔しがる姿、スポーツ
を通じていろいろなことを学び成長していくこの過程の
中で、少しでも力になれた事が大変うれしいです。
　大会の結果ですが、優勝が川中西SSS（吉見ユナイテッ

ド）、準優勝が勝山SSSという結果でした。おめでとうご
ざいます。
　来年度以降も山口県宅建協会下関支部として応援して
いきたいと思います。ご協力いただいた皆様、本当にあ
りがとうございました。

情報提供副委員長　大 﨑 誉 博
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宇部ube

平成30年度第２回支部研修会
法務委員長　木 原 隆 一

　平成30年12月３日㈪国際ホテル宇部にて、平成30年
度第２回支部研修会が、浅川支部長の挨拶で始まり、土
岐山副支部長の司会進行により開催されました。
　第１講は演題「旅の楽しみ方について」と題し、講師
は株式会社防長トラベル　宇部支店長　大深和彦様よ
り、旅の定義とは何か、旅の歴史やその捉え方など、普
段意識した事のない視点から旅のプロならではの解説を
お話し頂きました。
　第２講は演題「軽減税率制度の説明について」と題し、
講師は宇部税務署　法人課税第一部門　統括　小田賢作様
より、消費税増税に伴う税率８％と10％の使い分けにつ
いて、私たちの生活に即して分かりやすく解説頂きました。
　第３講は演題「全宅連安心R住宅について」と題し、講

師は（一社）山口県宅建協会宇部支部　業務委員長　村
田幹夫様　同　業務副委員長　栗原章浩様より、安心R
住宅の制度の概要とその背景、そして制度の有効性をお
話し頂きました。また、DVD視聴を併用した講義により
支部会員の皆様が安心R住宅登録要件を満たせるような
ご配慮も頂きました。この講義により安心R住宅への登
録を希望する会員様も多く見受けられました。
　年末のお忙しい中、約３時間近い長時間の講義でした
が、大変多くの会員様が熱心に受講されました。特に第
３講の安心R住宅については、今後の不動産業界活性化の
一翼を担う制度であり、皆様の受講姿勢にも特に熱が入っ
ておりました。大きく時代の変わる新年度に突入します
が、会員の皆様の更なる飛躍が期待できる研修会でした。

 新入会員のご紹介
株式会社　不動産ホーム・ラン
代表取締役　 脇本　幸雄
〒755-0063
宇部市南浜町２丁目８-35
TEL 0836-39-8910
FAX 0836-39-8901
山口県知事(1)3652号

　この度山口県宅建協会宇部支
部に入会させて頂き、ありがと
うございます。不動産ホーム・

ランの脇本幸雄と申します。
　年齢は65歳です。この年になって創業することになる
とは思いませんでしたが、まだ65歳（３月、66歳(笑)）
です。人生は一度でございます。このまま何もせずに一
生を終ることはできませんので、資格を活かし思い切っ
て開業することに致しました。地域の皆さまに少しでも
貢献できますように頑張っていく所存でございます。
　何年できるか分かりませんが一日でも長く頑張れれば
と思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

アドバンス不動産
代表者　 中尾　啓子
〒755-0039
宇部市東梶返３丁目10-45-６
アドバンス清水川
TEL 0836-38-8920
FAX 0836-38-8921
山口県知事(1)3651号

　この度 山口県宅建協会宇部支
部に入会させて頂きました、ア

ドバンス不動産の中尾啓子と申します。
　ご来店頂いたお客様が、また何かの折に気軽に寄って
いただけるようなアットホームなお店を目指して行きた
いと思います！今後とも皆様のご指導、宜しくお願い致
します。
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○入会者（正会員）
　１．脇本　幸雄　　㈱不動産ホーム・ラン 新規入会
　２．中尾　啓子　　アドバンス不動産　　　　　〃
　３．村上　貴洋　　村上建設工業㈱ 代表者変更

○入会者（専任取引士会員）
　１．石川　健児　　新光産業㈱ 専任取引士変更

○退会者（正会員）
　１．亀井　　薫　　㈱新町地所 廃　業
　２．村上　誠一　　村上建設工業㈱ 代表者変更

○退会者（専任取引士会員）
　１．永尾　元樹　　新光産業㈱ 専任取引士変更

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

㈱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
アズプランニング H31． 8．18 H31． 7．18
㈱ケイエフコーポレーション H31． 9． 8 H31． 8． 8
㈲ＨＥＡＲＴ’Ｓ H31． 9．17 H31． 8．17
㈲きらら不動産 H31．12． 3 H31．11． 3

2018年末交流会開催
理事　金 井 健 一

　平成30年12月３日㈪18時30分より国際ホテル宇部に
おいて、平成30年度年末交流会が開催されました。来賓
に宇部市長　久保田后子様、県議会議員　二木健治様、
宇部日報社代表取締役　脇 和也様を迎え、浅川新支部長
の挨拶で和やかに始まりました。乾杯後しばしの歓談が
あり余興が始まります。今年は２つの新しい余興にチャ
レンジしました。まず一つ目は新理事紹介という事でス
テージに上がり、サプライズとして新理事と事務局とダ
ンス経験のある会員さんで今年大ブレークした「ＵＳＡ」
を踊るというものでした。この日の為に何度か集まって
合わせながら猛練習をしました。あまりの速さと難しさ
で最初はどうなることかと思いましたが、練習するたび

皆さん上達し、また団結力が生まれ本番も大成功で終わ
ることができました。会員の皆さんから拍手をいただい
た時は本当にうれしかったです。支部長の浅川さんは初
日に肉離れを発症され踊ることはできませんでしたが、
マイクパフォーマンスで盛り上げていただきました。
　二つ目の余興は「私の今年の重大ニュース」という事
であらかじめニュースを募集し、当日発表してもらうと
いうものです。様々なニュースがあり、こちらも驚きの
声・笑い声で大変盛り上がりました。来年も会員の皆さ
んに喜んでいただけるようにいろいろ企画を考えてまい
りたいと思います。皆様ご参加くださいませ。

アドバンス不動産
代表者　 中尾　啓子
〒755-0039
宇部市東梶返３丁目10-45-６
アドバンス清水川
TEL 0836-38-8920
FAX 0836-38-8921
山口県知事(1)3651号

　この度 山口県宅建協会宇部支
部に入会させて頂きました、ア

ドバンス不動産の中尾啓子と申します。
　ご来店頂いたお客様が、また何かの折に気軽に寄って
いただけるようなアットホームなお店を目指して行きた
いと思います！今後とも皆様のご指導、宜しくお願い致
します。

お早めの手続きをお願いいたします
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山口yamaguchi

第２回情報交換会（相談会）
法務委員　田 原 智 彦

　昨年山口支部は、例年になく新規正会員の加入数
が多かったこともあり、尾村支部長の発案で平成31
年１月28日㈪の13：30から約２時間、山口支部内に
て「情報交換会（相談会）」を開催致しました。　
　当日支部ではプロジェクターやパソコン３台を準
備して、新規正会員３社を含む９社の皆様が参加さ
れ、指導員として支部長はじめ理事などが６名出席
しました。主な相談内容は下記の通りです。　
　１．契約書・重説への記入の仕方・調査方法等　 
　２．「ハトマークサイト山口」への物件登録の仕方　 
　３ ．「ハトマークサイト山口」の登録物件を契約書

や重要事項説明書への転写の仕方　 
　４．レインズへの物件登録の仕方、検索の方法　 
　５．土地価格査定書の作成の仕方　 
　６ ．インスペクション（建物状況調査）、既存住宅

売買瑕疵保険について　 
　７．普段の業務で困っていること　 
　８．その他　

　尾村支部長の司会進行で始まり、ハトマークサイ
ト山口の宅建協会パソコン会員専用ログインページ
にある「らくらく契約書」の売買版や、月間30回ま
で無料で利用可能となった「土地価格査定書作成」、

「リフォーム費用シミュレーション」の利用促進、ハ
トマークサイト山口へ物件登録することによって簡
単にレインズ等にも登録出来る説明、全宅連ホーム
ページの各種書式ダウンロードの利用と更新の確認、
インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険の利用方
法や現状の問題点等、参加者皆様からの相談にお答
えしてあっという間に終了時間を迎えた感じでした。
今回は山口支部として初めての試みで進行方法も模
索しながらでしたが、今後は会員からの要望を取り
入れたり、個別相談等も考慮しながら、より有意義
な情報交換会として、会員全員が宅建協会に加盟し
て良かったと思って頂けるように努力していきたい
と思います。

住居表示のお知らせ
小郡上郷のヴェルコリーナ自治区の区域で住居表示の実施がありました。

◎代表者変更
　・鴻城土建工業㈱
 （新）善生　浩一 （旧）藤村　民三　　　　　　　　　
　・積和不動産中国㈱山口営業所
 （新）渡辺　真也（専取） （旧）小橋　秀貴
　・㈱ファーストコーポレーション
 （新）稲田　　勝 （旧）吉松　　稔　　　　　　　　　

会　員　の　動　き
◎専任取引士変更
　・鴻城土建工業㈱ 
 （新）宮﨑　篤司 （旧）藤村　民三　　　　　　　　　　　
◎退会
　・西部不動産 代表者・専任取引士　西田　光雄
　・㈱矢野テント 　　　　　代表者　山本雄一郎
　　　　　　　　　　　　　  　専任取引士　西川　啓子

【哀悼】 
  鴻城土建工業㈱藤村民三様が11月ご逝去されました。心からご冥福をお祈り申し上げます 
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ホノルルで感じた
マラソンは究極のスポーツ
株式会社アライブ　松 本 真 一

　去年の12月９日に行われたホノルルマラソンに参加しま
した。
　マラソンを始めて丸２年。今回が２回目のレースになりま
す。大会前に左ひざを痛めてしまい、ほとんど練習ができず、
不安を抱えた状態で当日を迎えました。
　大会の参加人数は約３万人。その内の半数が日本人という
世界最大級の市民マラソンです。
　目標は完走。１キロ７分を目標にリラックスして走ること
を心掛けました。
　しかし12キロ地点、ダイヤモンドヘッド付近の坂で足に
激痛が走りました。右ふくらはぎが肉離れを起こしたのです。
痛めていた左ひざをかばいながら走ったからでした。ふくら
はぎが揺れるだけで痛くて初めて足が止まりました。
　それでもレースを辞めようとは思いませんでした。ハワイ
まで来て棄権したくない。這ってでもゴールしようと思って
いました。
　市街地を抜け、コースはハイウェイに入りました。景色を
見る余裕もなく、距離の表示を見ながらあと何キロ走ったら
休もうとか気持ちをごまかしながら走り続けました。
　25キロの折り返し地点では、救護エリアで氷のうを患部に
ラップで巻いてもらいました。そのあたりから左の足首が痛
くなってきて歩くことが増えてきました。

 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

免許更新のお知らせ

レースは朝５時にスタート。まだあたりは暗く、寒さも感
じません。スタート時には花火が上がり歓声が沸き起こり
ます。お祭りの高揚感の中走り始めます。

後ろに見えるのがダイヤモンドヘッド。痛いのを我慢して手
を振っています。坂道を駆け上がらないといけないので、右
足をかばって痛いはずの左足を使って走っています。

　カピオラニ公園に入って最後の１キロ。ゴールが遠くから見
え、フィニッシュした人たちの名前のコールが響き渡ります。
　歓声と拍手の渦の中、フィニッシュゲートを通過。無事に
ゴールしました。
　タイムは６時間８分23秒。ラップは１キロ８分43秒。
　去年以上に苦痛でしたが、達成感は今回の方が大きかった
です。

　マラソンは自分自身を追い込む究極のスポーツ
です。
　学生時代サッカーをやっていて運動神経には自
信があったのに、マラソンは運動神経は関係があ
りません。日々の努力と継続がものを言うのです。
私より年上の人も女性でも軽快に走り抜けていき
ます。何で走っているんだろう、向いてないと思
うこともあります。
　それでもホノルルマラソンへ参加を続けている
のは、年１回の修行の場だと思っているからです。
　この大会は市民ランナーの憧れです。現地の
方々も楽しみにしているのが伝わります。完走す
ると「フィニッシャーズＴシャツ」がもらえるの
ですが、それを着て街を歩くと尊敬の眼差しを向
けてくれるのです。
　ランニングを始めた方には目標としておすす
めする大会ですね。私でも走れますし、お祭り
のような雰囲気もいい。また参加したいと思っ
ています。

商　　　　　号 免許有効期限 商　　　　　号 免許有効期限

田中金属㈱ H31．5．23 ㈲須子測地開発 H31．6．15

㈱YM-Create H31．6．８ ㈱ファーストコーポレーション H31．7．９
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防府hohu

平成31年１月15日㈫18時より、アパホテル山口防府
において防府支部の親睦行事であります「新年交流会」
を開催いたしました。

本年度は、防府市長　池田　豊様、をはじめ、商工会
議所、研修の講師、司法書士会、土地家屋調査士会から
もご来賓として６名の方にご出席いただき、総勢56名
での新年交流会となりました。

まずは、毎年恒例になっております、新年の舞を防府
不動産情報サービスの上田清子さんにご披露いただき

（今年は「千代の鈴舞」）、新年交流会の幕を開けました。
続いて、上田支部長の挨拶

に始まり、ご来賓紹介および
祝辞をいただきました。

田中理事の乾杯の後、しば
し歓談していただき、新入会
員の方のご紹介がありました。

ご来賓の方々への挨拶や会
員同士の交流も盛りあがって
きた頃に、お楽しみ抽選会が

始まりました。今年は、変則あみだくじによる抽選で、
企画研修委員会のメンバーが練りに練って企画したおか
げで、大いに盛り上がりました。

最後に、田中さん、山根さん、橋本さんの防府支部が
誇る市議３名による「お笑い三笑」により、楽しい交流
会も幕を閉じました。

昨年に引き続き会員の名前をプレートに入れて首から
掛け、新入会員などもお互いに声をかけやすい雰囲気を
作ることにより、しっかり交流が出来たのではないかと
感じます。

新年交流会開催
総務委員　片 岡 謙 一 



19

支 部 だ よ り

◎新規入会	 ・㈱ぱーる不動産 内山　朋子　　〒747-0035　防府市栄町二丁目3-14　栄町ビル302号
  　　　　　　　免許番号　山口県（1）3646　　　　　　
	 ・㈱東武住販防府店 池田　栄拓　　〒747-0801　防府市駅南町7-37
  　　　　　　　免許番号　国土交通大臣（6）5407
◎代表者変更	 ・成長建設㈱ 西村　　健　→　石丸　一人　　　　　　
 ・㈲グランドクオリス 宇多村智憲　→　橋本龍太郎　　　　　　
◎専任取引士変更	 ・成長建設㈱ 西村　　健　→　宮本　慶一
◎所在地変更	 ・㈱スモット不動産 防府市栄町二丁目３-14栄町ビル302号　→　防府市国衙二丁目１番48-１号
◎免許番号変更	 ・㈱田村ビルズ防府店 山口県知事（4）2973　→　国土交通大臣（1）9501
◎退　会	 ・青正不動産 青木　清克
 ・㈲グランドクオリス 橋本龍太郎
 ・日商友希（株） 越智　隆次（専任取引士）

会　員　の　動　き

防府支部親睦旅行
　１月22日㈫、23日㈬に11名で鹿児島に親睦旅行に行
きました。
　今までとは違い自由行動という初めての試みです。
　いいお天気に恵まれ、８時20分に防府駅に集合し在来
線で小郡まで、それから新幹線さくらに乗り換え２時間
10分であっという間に鹿児島に到着です。新幹線の中で
午後と次の日の予定を聞き、観光バスのチケット購入、
レンタカーの予約を済ませました。
　改札口から出るとすぐのＪＲ九州鹿児島ホテル内の
レストランで、量たっぷりのさつま汁定食を食べて満
足満足。
　観光バス組、レンタサイクルでの観光組、全くのフリー
と分かれての行動です。観光バス組は主に桜島観光で、
お天気が良かったので桜島がきれいに見えました。レン
タサイクルでの観光は市内を走って、西郷さんの銅像や
天文館を見学したそうです。

　夕方６時に集合して料亭さつま路へタクシーで移動
し、黒豚しゃぶしゃぶ膳をいただきました。本当に美味
しいしゃぶしゃぶで、さすが地元です。お肉の追加まで
しました。
　二日目もゴルフ組、レンタカー観光組、フリーに分か
れそれぞれ楽しみました。
　あっという間の二日間でしたが、会員同士いい親睦が
できたと思います。

 新入会員のご紹介
山根建築株式会社
代表取締役　　山根　和也
専任取引士　　荒川　正治

〒747-0105　防府市鈴屋1356
TEL：0835-36-4006　FAX：0835-36-4007
山口県知事(1)3647号

　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、山根建築株式会社の山根和也と申
します。
　協会の一員として日々経験を重ねながら、地域社会に貢献できるよう尽力してまいりますので、今
後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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周南shunan

2018年周南支部忘年会
総務委員長　小 林 拓 宏

　今年も周南支部の忘年会が平成30年12月５日㈬にホ
テルサンルート徳山にて開催されました。今年は96名
の参加があり、終始賑やかな雰囲気の中で、皆さん楽し
い時間を過ごされました。
　最初に箱﨑支部長の挨拶、続いてご来賓の紹介、山口
県議会議員の藤井律子様、同じく山口県議会議員の森繁
哲也様のお二人よりご祝辞を頂戴したのち、㈱朋友商事、
森繁博治会長の乾杯により会が始まりました。
　司会の兼子照章理事の進行で、新入会員３名の紹介の
あと、恒例のチャリティじゃんけん大会が始まります。
全員参加の勝ち抜き戦ガチンコ勝負。結果は…㈱エリー
の古野幸恵社長の優勝となりました！古野さんおめでと
うございます！
　ちなみにこのじゃんけん大会の参加費はそのほとんど
を毎年、児童養護施設「共楽養育園」に寄付させていだ
いており、もちろん今年も寄付をさせていただきました。
　総務委員会で会員の皆様に喜ばれるように選りすぐ
られた約50個の素敵な景品が当たるくじ引き大会では、
今年から最後に引き当てた人が１等の豪華景品が当たる
という仕組みになり、その１等を引き当てたのは…アオ
イ不動産㈱の松尾法務委員長でした！
　楽しい時間はあっという間、最後は木本商事㈱の木本
安信理事による万歳三唱で締めていただき、閉会の挨拶
の後、散会となりました。
　今年もおかげ様で多くの方の参加のもと盛大に開催す
ることができました。ご参加くださいました会員の皆様
ありがとうございました。

チャリティー募金寄附
平成30年12月５日㈬、箱﨑支部長が周南市久米の児童養護

施設「共楽養育園」を訪れ、同園の園児をサポートする会の藤
井律子会長同席のもと、支部忘年会で会員より寄附されたチャ
リティー募金70,046円を共楽養育園の安村施設長に贈らせて
いただきました。

今回で10回目の寄付。共楽養育園では親の病気や経済的理
由で親と一緒に暮らすことのできない２歳から18歳までのた
くさんの子どもたちが生活しており、寄附金は一泊旅行など、
園児の為に有効に使われるようです。



21

支 部 だ よ り

平成30年度第２回周南支部研修会
法務委員長　松 尾 泰 治

開催日　　平成31年2月19日㈫
場　所　　周南地域地場産業センター
出席者　　53名

来賓ご挨拶　周南市都市整備部長　岡村洋道　様

第１講　「周南市立地適正化計画について」　
講師　周南市都市整備部都市政策課　

課長補佐　宮崎正臣 様
　　　周南市都市整備部都市政策課　

コンパクトシティ推進担当主任　藤村悠司 様

　周南市のコンパクトシティ＋ネットワークの考えを基
に、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉・商業
等の都市機能の立地、公共交通の充実に関するマスター
プランについて、2035年の目標年度とする市の取組を
分かりやすく解説していただきました。宅建業との関わ
りは立地適正化計画区域内の居住促進地域外で行う一定
規模以上の開発行為や建築行為についての届出義務等が
挙げられます。

第２講－１　「周南市における開発行為の状況について」
講師　周南市都市整備部建築指導課　

課長　宇佐川政信 様

第２講－２　「周南市における
開発許可等審査基準について」

講師　周南市都市整備部建築指導課開発指導室
室長　髙木敏浩 様

　宅建業の一つである宅地開発及び分譲販売において、
その開発行為となる許可基準は、許可権者である行政ご
とに異なることがよくあります。周南支部の会員が宅地
開発を行う場合は、当然ながら周南市内において行うこ
とが多く、開発許可前の事前協議において周南市関係課
と意見を取り交わすことになります。講師の方には周南
市の開発行為における要綱、指導方針を改めて会員に伝
えていただきました。また開発行為等の制限の内容につ
いては、重要事項説明項目でもあり、宅建業者が知らな
いでは済まされませんので、改めて関りの多い周南市の
開発許可基準について勉強する良い機会になりました。

 新入会員のご紹介
株式会社マルニ
代表取締役　 山田　敬太

〒746-0022　周南市野村三丁目６番２号
TEL 0834-63-2025　FAX 0834-63-2026
山口県知事(1)3633号

　この度、再度入会させていただきました株式会社マルニの山田と申します。
　再入会に際し、御推薦いただきました方々に心よりお礼申し上げます。
　当社では、主に建設資材販売及び外構等をCAD図面を用いてお客様の快適なお庭づくりの提案をさせて
いただいております。
　今後とも地域に貢献出来ますよう、より一層精進いたしますのでよろしくお願い致します。



22

岩国iwakuni

新年支部講習会開催
法務副委員長　安 本 　 渉

　平成31年１月16日、リビエールにて会員90名参加で
支部講習会が開催されました。
　第１講は「株式会社宅建ファミリー共済のご紹介」
で、同社、関西営業所の井土茂様にて最新の賃貸物件
の火災保険商品についてのご説明をしていただきまし
た。孤独死に伴う特殊清掃費や遺品整理費にも対応で
きる新商品で、時代のニーズに沿った良い商品だと感
じました。
　第２講は「不動産広告について」と題して、中国地区
不動産公正取引協議会の宗平英克主任にご講演いただ
きました。私たちの日常業務に直結する内容で、今一度、
おとり広告、不当表示に繋がらないような広告表現を
しなければいけないと改めて感じました。

　第３講は「変貌する脅威と求められる企業のセキュリ
ティ対策について～取り組むべき進展やその具体的な
対策～」と題して、キャノンマーケティングジャパン㈱
山本繁様にご講演いただきました。情報セキュリティ
に関する話題について、具体的な被害事象などを交え
ながらのご説明で、対策の必要性も強く感じました。
　第４講は「ミス岩国として」と題してミス岩国の寺崎
リエ様にご講演いただきました。岩国のPRなどの取り
組みをご紹介いただきました。
　新年早々、会員の皆様には大いに参考になる講習会
となりました。参加された皆様、本当にお疲れ様でした。
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　講習会の後、リビエールにて新年互礼会が会員78名参
加で開催されました。来賓として、岩国市長　福田良彦
様、岩国商工会議所会頭　安本政人様、山口県議会議員　
畑原勇太様、山口県宅地建物取引業協会会長　上原祥典
様にご臨席賜り、福田様、畑原様、上原様よりご挨拶を
賜り、安本様の乾杯の音頭で宴が始まりました。今年も
恒例のビンゴゲームで盛り上がり、会員相互の活発な情

報交換とおいしい食事もあって、あっという間の楽しい
２時間が過ごせました。最後は日本政策金融公庫岩国支
店支店長　三浦博様による万歳三唱で締めていただき、
会員皆さんが、今年も１年間頑張ろうと決意を新たにさ
れた事と存じます。
　地域の発展、業界の進展に貢献できるような、今年も
良い年でありますように!!

新年互礼会開催
法務副委員長　安 本 　 渉

　平成31年2月21日第４回情報交換会を開催し、出席者は33名でした。
　明木業務副委員長より、「売買契約書・重要事項説明書の記載の仕方に
ついて」と題してご自身の経験も交えながら実務に則した説明して頂きま
した。
　参加者の方々も日頃携わっている実務の具体的な説明ということで興味
津々、真剣に傾聴されていました。
　昨今はインターネット等で多くの情報が容易に取得でき便利になってき
たことにあわせ消費者の業者に対する要望のハードルも高くなってきてい
ます。その為、私たち業者は常に自己研鑽に励み消費者の要望に応えつつ
トラブルを発生させないよう努めなければなりません。そういった意味に
おいて今回の情報交換会は大変有意義なものとなったと思います。
　これからも会員に役立つ情報交換会を企画して参りたいと思います。

第４回情報交換会開催
業務委員長　松 前 康 宏
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柳井yanai

平成30年度第２回支部研修会
　平成31年２月８日㈮午後１時30分より中国電力㈱柳
井発電所ふれあいホールにおいて平成30年度第２回支
部研修会が開催されました。当日は23名の方が出席さ
れました。
　第１講は㈱エムアンドエル　専務取締役　宮崎俊行
様、常務取締役　庄司直也様にお越し頂き、ハトマーク
サイト山口、山口らくらく契約書の内容及び利用方法等
のシステムの解説をして頂きました。ハトマークサイト
山口はとても便利なシステムとなっていますのでより多
くの会員の方にご利用いただきたいと思います。

　続いて第２講は　ハウスプラス中国住宅保証㈱　営業
部　課長　兼川直氏に「インスペクションについて」ご
講演頂きました。今年度改正宅建業法の施行によりイン
スペクション告知義務化となりました。中古住宅の流通
活性化にインスペクションの活用の重要性や、インスペ
クション実施によるメリットや売主・買主と不動産事業
者とのトラブルの抑止効果など説明をして頂きました。
　実務に大変役立つ内容の講義で受講者の皆さんは興味
深く熱心に聞き入っておら
れました。

 新入会員のご紹介
株式会社ホーム
代表取締役　 安井　一夫

〒742-2806　大島郡周防大島町大字西安下庄23-22
TEL 0820-72-4266　FAX 0820-72-4267
山口県知事(1)3649号

　今回貴協会への加入により、新たな人生が始まりました。
『衣食住』の生活基本の内の『住』分野へのチャレンジ
です。また幅広い意味での『コンプライアンス』の遵守
等、今までの体験の再確認です。
　一日の始まりも『不動産キャリアパーソン』の学習か
らです。現場力の強化と共に責任の履行の重要性を感じ
ます。さらに、事務所に行って本日ヤルベキ事を着実に
履行する気持ちを維持することが、今後の成長性にか
かっていると痛感しております。
　私の好きな言葉の中に同郷の故「星野哲郎」さんの言
葉があります。
『人は、理想と共に若く、勇気と共に輝く。』このお言葉を胸に刻んで、今後も、一生懸命頑張る
所存です。皆様ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
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平成31年度宅地建物取引士　法定講習会のご案内
　　

　平成31年度の宅地建物取引士証発行に伴う講習会（法定講習会）の開催を、下記のとおり予定して
います。
　受講対象者の方々には宅建協会本部事務局より、講習会案内書及び取引士証交付申請書等、受講の申
込みに必要な書類一式をご自宅に郵送致しますので、受付期間内に受講申込の手続きをしてください。
　また、平成28年度より（公社）全日本不動産協会山口本部も山口県より指定を受けて法定講習会を
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。発送時期によっては（公社）全日
本不動産協会から先に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が届きますので、お待ちいただけますと幸いです。

法定講習会の日程

※上記講習会の受講対象者の方で、専任取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず受講し
てください。

※受講されない場合、取引士証の有効期限が切れてしまうため、取引士としての業務に携わることが
出来なくなります。

《取引士証を所持している皆様へ》
登録内容に変更が生じたら・・・
　「宅建業法第18条第１項の登録を受けている者は、登録を受けている事項（氏名、住所、本籍、勤務
先）に変更があったときは、延滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」【宅建業法第20条】
　宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（様式第７号）を、山口県庁住宅課民間住宅支援班へ提出
してください。
　住所、氏名の変更届出がされていない場合、法定講習会の案内書が届かない場合がありますのでご注
意ください。

開 催 日 会　　場 受講対象者（有効期限）

第１回 2019年 4月 9日㈫

山口市小郡黄金町５－16
山口県不動産会館　３Ｆ研修ホール

2019年 8月12日から
2019年10月 8日まで

第２回 2019年 6月11日㈫ 2019年10月 9日から
2019年12月10日まで

第３回 2019年 8月 6日㈫ 2019年12月11日から
2020年 2月 5日まで

第４回 2019年10月 8日㈫ 2020年 2月 6日から
2020年 4月 7日まで

第５回 2019年12月10日㈫ 2020年 4月 8日から
2020年 6月 9日まで

第６回 2020年 2月 4日㈫ 2020年 6月10日から
2020年 8月 3日まで
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 柳井 (1)3649 ㈱ホーム 安井　一夫

2 宇部 (1)3652 ㈱不動産ホーム・ラン 脇本　幸雄

3 防府 (1)3647 山根建築㈱ 山根　和也

4 宇部 (1)3651 アドバンス不動産 中尾　啓子

5 防府 (1)3646 ㈱ぱーる不動産 内山　朋子

6 防府 大(6)5407 ㈱東武住販　防府店 池田　栄拓

7 岩国 (1)3654 トウゴー建設㈱ 安永　一充

８ 下関 (1)3650 ㈱ＳＴプロパティ 笹原　友也

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

１ 周南 (12)967 ㈱大和 中石　正美

２ 周南 (8)1994 磯村測量設計 磯村　芳彦

3 周南 (8)2185 イーアール徳山 兼清　勝士

４ 萩 (6)2599 萩・長門総合不動産 戸﨑　健一

５ 山口 (1)3448 ㈱矢野テント 山本雄一郎

６ 防府 (1)3464 青正不動産 青木　清克

７ 宇部 (1)3635 ㈱新町地所 亀井　　薫

入　退　会　等

協 会 の 動 き
12月

2 日 参議院議員　江島潔君を囲む会 於 下関 上原

3 月 苦情弁済業務事情聴取会 於 会館 白川・竹之内
浅川

5 水 相談・苦情解決・弁済業務合同研
修会 於 東京 白川・清水

中島・岡村

11 火 第５回宅建取引士法定講習会 於 会館 清水

12 水 不動産開業支援セミナー 於 会館 出席者29名

14 金 第５回法務委員会 於 会館 出席者８名

19 水
試験事務総括会議

於 東京
清水、中島

第１回ハトマークグループ・ビ
ジョン推進本部 上原

25 火

第３回常務理事会

於 会館

出席者11名

第３回幹事会（政治連盟） 出席者９名

第３回理事会 出席者22名

１月

11 金

都道府県政治連盟会長会議

於 東京 上原
都道府県協会長・本部長合同会議

全宅連平成30年度臨時総会
（第53回総会）

全宅連・全宅保証新年賀詞交歓会

12 土
日本司法書士会連合会主催シンポ
ジウム「不動産トラブルを裁判所
の民事調停で解決しよう」

於 東京 上原

16 水 全宅連中国・四国地区連絡会研
修会 於 岡山

上原、林、清水
尾村、上田
箱﨑、中島

19 土
山陽小野田市空き家セミナー・
無料相談会 於 山陽小野田 栗原、石部

萩市空き家セミナー・無料相談会 於 萩 弘

21 月 山口県居住支援協議会　意見交換会
（岩国　３回目） 於 岩国 出席者33名

22 火 山口県居住支援協議会　意見交換
会（山口　３回目） 於 会館 出席者17名

23 水 柳井市空き家セミナー・無料相談会 於 柳井 主計

１月

24 木 全宅管理第１回支部協議会 於 東京 主計

26 土
光市空き家セミナー・無料相談会 於 光 藤田

下松市空き家セミナー・無料相談会 於 下松 小林

29 火
第２回正副会長・委員長会議

於 会館

上原、主計
塩田、清水
箱﨑

第５回総務委員会 出席者９名

２月

1 金 平成30年度第３回全宅連中国・四
国地区連絡会 於 徳島 上原

2 土
自民党山口県連支部長・幹事長会議

於 山口 尾村北村経夫国政報告会並びに新春懇
話会

3 日 高村正大新春の集い 於 山口 尾村

4 月 第５回業務委員会 於 会館 出席者10名

5 火 空き家対策担当者研修会 於 県庁 塩田

12 火 第６回宅建取引士法定講習会 於 会館 松尾

14 木
都道府県宅建協会・本部事務局長
会議 於 東京 中島

第２回山口県不動産研修会 於 山口 出席者156名

15 金

第５回常務理事会

於 会館

出席者11名

第７回幹事会 出席者９名

第７回理事会 出席者22名

自民党宇部支部奮起を誓う会 於 宇部 浅川浅川

21 木
第２回職場改善特別委員会

於 会館
出席者９名

第５回法務委員会 出席者９名

22 金 ブロック別意見交換会（政治連盟） 於 岡山 上原、林

26 火 平成30年度第２回全宅連中国地
区会長会 於 島根 上原、中島

28 木 香川宅建研修視察 於 香川

上原、主計
塩田、尾村
箱﨑、中島
友弘、田飼

承　　継 継承理由

1

旧

宇部
大(2)7858

東洋建設㈱ 藤本　　修 大臣→知事
新 (1)3645
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時事
 雑想

支部お薦めシリーズ
67

宇部支部

　昨年末に妻が自動車事故
（軽い接触）を起こしてし
まった。事故を起こした事
にひどく落ち込んだ妻を励
ます為、図らずも新車を購
入する事になった。さて、

車を購入するにあたって当然問題になるのは、どの車を
買うかということであるが、奇しくもプリウス（ハイブ
リット車）のマイナーチェンジの発表時期と重なり、自
然と新プリウスが第一候補となった。
　私は、今まで中古車しか購入した事がなく、生まれて
初めて「新車」を購入するわけだが、私のような団塊ジュ
ニアの世代はスーパーカーブーム等の影響もあり、概し
て車というかスポーツカー好きである。貧乏な私はいつ
か「新車」を買う時は、「直６にしようかV８にしようか。

やっぱりFRだよな」など妄想していたが、まさかのプリ
ウス（ファミリーカー）である。
　妻の為に買うのだからと自分を納得させながら試乗車
に乗り込んでみたのだが、このプリウスが、ハイブリッ
ドが速いのである。ネットで調べてみると乗り味の評判
も良い。エンジンや駆動方式などにこだわっていた私
は、完全に時代に取り残された古い人間だったのだ。AI
やIoTなんか自分には関係ないと思っていたが、大きな
パラダイムシフトを起こした私には、それらもまた私を
時代に取り残すドロップキックのように思える。
　しかし、やられてばかりではいられない。新年度を迎
え、元号も変わり消費税も上がる。来年の東京オリンピッ
クに向けての新時代の幕開けを新プリウスのように加速
して時代を追い抜いて行きたい。

宇部支部　木　原　隆　一

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

山陽小野田市『竜王山』のヒメボタル
　竜王山は、国内でも有数のヒメボタルの生息地です。毎年５
月中旬から６月中旬にかけて、もみじ谷や百年の森を中心にヒ
メボタルの幻想的な光のショーを観ることができます。ゆらゆ
らと光る源氏ボタルとは異なり、強い黄金色の光をフラッシュ
のように発光させます。多い日には、山道はまるで地上の天の
川のようで、元気に飛び交う小さなヒメボタルの放つ光から、

力強い生命力を感じます。
　この竜王山の豊かな里山をいつまでも守り続
け、ヒメボタルを保護していきたいものです。
ホタル観賞はルールを守って静かに楽しみま
しょう。
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