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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

山口県宅建協会は消費者、地域社会、会員のため、信頼され
る公正な宅地建物取引の実現に貢献し、日本一住みやすい
街づくりと住まいの提供を目指す。

ハトマークビジョン山口

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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開催日　令和元年６月27日㈭
場　所　東京都「ホテルニューオータニ」
出席者　山口県宅地建物取引業協会から３名出席

全宅連・全宅保証は６月27日、都内のホテルで定時総会を開催しました。全宅保証の総会では平成30年度事
業報告・決算報告、令和元年度事業計画・収支予算の報告が行われ、理事の補欠選任の件が決議されました。

全宅連の総会で冒頭挨拶に立った坂本会長は、地方銀行の不動産仲介業進出阻止や農地法５条の転用制度の
改善等、就任後１年間の政策要望活動の成果を振り返るとともに、「民法の債権法が改正され来年４月より施行
される。契約書式の改正やWEBセミナー配信など万全の体制をとる所存」とし、また「業務改善・会員支援プロ
ジェクトチームの立ち上げ、各種書式のクラウド型システム導入、グループ共同の広報戦略立案、ハトマーク
サイトを始め会員のための流通業務の在り方をいずれも専門家を含めたワーキンググループを設置し検討して
いく」と述べました。続いて、不動産キャリアパーソン受講の取り組みに対する表彰、地域貢献活動に対する表
彰が行われ、平成30年度事業報告、令和元年度事業計画・収支予算の報告、平成30年度決算が承認されました。

総会終了後２団体合同の懇親会が開催され、来賓の石井啓一国土交通大臣は「『不動産産業ビジョン2030』に
基づき、令和時代における不動産業の更なる発展に向けストック型社会の実現など、必要な施策に取り組んで
いく」「消費税率10％対策として住宅ローン減税やすまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度の創設などに
より万全を期します」と述べられました。

国会議員、国土交通省、関係団体等約850名の出席のもと盛会裏に終了しました。
会長　上原　祥典

全宅連・全宅保証　令和元年度定時総会

坂本会長 石井大臣

3



一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会 第９回定時社員総会
開催日　令和元年６月28日㈮
会　場　東京都「ホテルニューオオタニ」
出席者　山口県宅地建物取引業者から２名出席

　去る令和元年６月28日㈮、東京都内の会場にて本会
の第９回定時社員総会を開催いたしました。
　同総会議事では、「平成 30 年度事業報告」「令和元
年度事業計画」「令和元年度収支予算」について報告
が行われ、「平成 30 年度収支決算報告承認の件」「理
事の一部専任並びに補欠選任に関する件」について審
議が行われ、すべての議案が原案通りに承認されまし
た事をご報告いたします。

　また、佐々木会長は挨拶の中で、国土交通省「不動
産ビジョン 2030」が策定されたこと、これからの不
動産業の将来像と政策課題について話されました。国
土交通省は、「ストック型社会の構築」「安全・安心な
不動産取引の実現」「エリア価値の向上」「多様なライ
フスタイル、地方創生の実現」「不動産教育・研究の
充実」等の官民共通の目標７つを掲げています。全宅
管理は、国土交通省と意見を交わしながら、様々な事
業に取り組んでいくと力強く宣言されました。

副会長　主計　龍雄

中国地区不動産公正取引協議会 第40回定期総会
開催日：令和元年６月21日㈮
会　場：鳥取県「ホテルニューオータニ」
出席者：山口県宅地建物取引業協会から10名出席

　６月21日㈮中国地区公正取引協議会定期総会が、今
年は鳥取県で開催されました。
　総会は津村会長の挨拶、議長就任等で開始され、議
事次第に沿って順調に進行していきました。
　議事の内、第１号議案である平成30年度事業報告承
認の件を林理事（副会長）の明快かつ丁寧な説明がな
されて、満場一致で無事承認されました。
　第２号議案「平成30年度収支決算報告承認の件」、

第３号議案「不動産公正取引協議会連合会総会会計収
支決算報告承認の件」、第４号議案「2019年度事業
計画（案）承認の件」、第５号議案「2019年度収支
予算書（案）承認の件」も監査報告を含めて順調に満
場一致で承認されました。
　第６号議案役員等変更の件では、西山代議員（元総
務委員長）から山野代議員（理事）へと変更となりま
した報告がありました。
　最後に、第７号議案として、上原副会長（会長）が
次回第41回定期総会を山口県で開催引き受けの挨拶が
おこなわれ、定刻どおり無事定期総会は終了致しまし
た。

公益社団法人 西日本不動産流通機構 定時総会
開催日　令和元年６月20日㈭
会　場　広島県「ホテルグランヴィア広島」
出席者　山口県宅地建物取引業協会から２名出席

　去る令和元年６月20日㈭広島市内にて、令和元年度　
公益社団法人西日本不動産流通機構　定時総会が開催
されました。
　総会成立が宣言された後、議長として吉田副会長が
選任となりました。
　事業報告として、公正な不動産取引と会員・消費者
から信頼・評価される不動産情報の提供をめざし、レ
インズシステムの整備及び機能向上　取引市場の一層
の透明化と活性化のための取り組みを推進した旨の報
告がなされました。

　議題に移り、第１号議案、平成30年度収支決算につ
いて異議なく可決承認。続く第２号議案として、沢田
光泰理事、倉田康也理事、上谷進理事、大内田民博理
事の４名が任期満了前に辞任となる旨説明があり、新
たに伊藤明氏、柴田行夫氏、山下稔氏、藤井良造氏の
４名が新理事として選任されました。最後に第３号議
案として定款及び諸規則・規定の改正が承認され、定
時総会は滞りなく閉会となりました。
　引き続きの理事会において新任理事の中から、伊藤
理事と藤井理事が副会長職に就かれることとなり、退
任される４名の理事への感謝状贈呈をもってすべての
予定が終了となりました。

業務委員長　塩田　博志
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開催日：令和元年７月16日㈫
会　場：山口市「山口グランドホテル」

　令和元年７月16日㈫、山口グランドホテルにて山口
県居住支援協議会総会に引き続き、会員の居住支援活
動への理解を深めるためのシンポジウムを開催いたし
ました。
　シンポジウムでは、セーフティネット制度の概要、
福岡県大牟田市における先進的な事例についての講演
及び山口県内の居住支援法人の活動報告が行われまし
た。各講師による講演内容は以下のとおりです。

第１講
新たなセーフティネット制度の概要及び最近の動向に
ついて
中国地方整備局　都市・住宅整備課課長

辻野　満　様

第２講
福祉と住宅の連携による居住支援策のプロセスと実践
～人口減少縮退社会における居住支援の必要性とあり
方について考える～

（地独）大牟田市立病院　地域医療連携室長　兼　総務課
参事前　福岡県大牟田市　都市整備部　建築住宅課長

牧嶋　誠吾　様
第３講
居住支援法人の活動について
特定非営利活動法人優喜会　理事長　冨田　勝久　様
有限会社フォーマックス　代表取締役

村岡　慎太郎　様
ホームネット株式会社　居住支援サービス事業部

　営業二課　課長　種田　聖　様

令和元年度　山口県居住支援協議会　総会

山口県居住支援協議会シンポジウム　開催

開催日　令和元年７月16日㈫
会　場　山口市「山口グランドホテル」
出席者　山口県宅地建物取引業協会から11名出席

　令和元年７月16日㈫、山口グランドホテルにて山口県居住支援協議
会総会が開催されました。
　同総会議事では、第１号議案の山口県居住支援協議会会則（改正
案）から始まり、第２号議案のH30年度事業報告と続きまして、第３
号議案のH30年度収支決算報告及
び監査報告、第４号議案の令和元
年度事業計画、第５号議案の令和
元年度予算（案）とプログラムに
沿って進められ、いずれもが原
案どおり多数決により承認可決さ
れ、総会は定刻どおり無事終了致
しました。

プログラム
山口県居住支援協議会総会

１．開会
２．山口県居住支援協議会会長　挨拶
３．議事
⑴第１号議案　山口県居住支援協議会
　　　　　　　会則（改正案）
⑵第２号議案　平成30年度事業報告
⑶第３号議案　平成30年度収支決算
⑷第４号議案　令和元年度事業計画（案）
⑸第５号議案　令和元年度予算（案）
４．閉会

上原 祥典会長 辻野　満　様

牧嶋　誠吾　様

村岡　慎太郎　様 種田　聖　様
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山口県・山口県居住支援協議会  主催  新たな住宅セーフティネット制度説明会  開催
開催日　令和元年９月５日㈭
会　場　防府市「カリヨン203」

　令和元年９月５日㈭、カリヨン203にて「新たな住
宅セーフティネット制度説明会」と題した事業説明会
を開催いたしました。本説明会は上原会長の挨拶で始
まり、山口県土木建築部住宅課　主任　三浦直之様の
司会進行により進められました。
　第１講では、「新たな住宅セーフティネット制度に
ついて」と題し、山口県土木建築部住宅課　主査　仲
子裕也様より、制度の概要説明と、山口県における住
宅登録の申請方法等について、ご講演いただきまし
た。
　第２講では、「防府市における高齢者への居住支援
の実例について」と題し、防府市健康福祉部高齢福祉
課　地域包括ケア係　主任　三輪徹郎様より、防府市
地域包括支援センターの説明と居住支援の実例２件に
ついて、ご講演いただきました。
　第３講では、「居住支援法人の指定について」と題
し、山口県土木建築部住宅課　主事　武居美紗子様よ
り、居住支援法人制度の説明及び各県の指定状況、山
口県の居住支援法人について、県が指定した居住支援

法人について、ご講演いただきました。
　第４講では、「セーフティネット法に基づくリ
フォームローン制度について」と題し、住宅金融支援
機構中国支店　まちづくり業務グループ　岩間誠様よ
り、賃貸住宅リフォーム融資と、家賃債務保証保険の
概要説明について、ご講演いただきました。
　約２時間と長時間の説明会でありましたが、この説
明会から今後の居住支援活動に少しでも道が開ければ
と願っております。
　また本説明会は、次回令和元年11月１日㈮にヒスト
リア宇部で開催いたします。

令和元年度不動産無料相談所相談員研修会　開催
開催日　令和元年８月30日㈮
会　場　山口県不動産会館

　令和元年８月30日、山口県不動産会館３階研修ホー
ルにて不動産無料相談所相談員研修会が開催されまし
た。
　第一講は『判例トラブル解説』『おとり広告の禁止
について』と題し、最近問題になっている事案に絞っ
て研修が進められました。
　賃貸契約における＜入居者の善管注意義務違反＞
や、デート商法やいわゆる地面師の問題における＜権
利者の真偽に対する必要性＞、インターネット広告の
＜更新不足や成約済・架空物件の掲載＞によるおとり
広告について、実例と問題に対
する対応について学びました。

　第二講は、『山口県住宅課に
寄せられた相談事例』と題し、
山口県住宅課 主査 仲子 裕也様
に、相談を受けた際に気を付け

ている事や実際の対応実例をお話しいただきました。
相談員として、自分の判断が付かないことを無理して
回答せず、司法書士や弁護士等の専門家にアドバイス
を受けた後に回答することを心がけていらっしゃると
のことでした。

　宅建業務者には、知識と信頼が求められます。研修
という機会を通じて、常に自己研鑽を行ってゆかなけ
ればならないと感じました。

法務委員　上田　清侍
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令和元年度賃貸不動産経営管理士講習　開催
開催日　令和元年８月20日㈫、21日㈬
会　場　山口県不動産会館

　令和元年８月20日、21日の２日間、山口県不動産
会館３階研修ホールにて、３回目となる賃貸不動産経
営管理士講習を開催いたしました。
　この講習は、毎年11月に一般社団法人賃貸不動産経
営管理士協議会の主催で行われる「賃貸不動産経営管
理士試験」において出題40問のうち４問が免除される
講習で、今年度の山口会場での申込者数は58名で、最
終的に54名の方が受講されました。
　この試験に合格することで取得する資格「賃貸不動
産経営管理士」は、賃貸住宅の管理に関し、中立的な
立場で透明性の高い情報提供や助言を行うために必要
な、知識・技能・倫理観を持った専門家であり、貸主
には安定した賃貸経営の実現を、借主には快適な住環
境の提供を行うために、重要な役割を担っています。
　また、賃貸住宅管理に関する唯一の制度である国土
交通省告示「賃貸住宅管理業者登録制度」において
は、平成28年９月に制度改正され、「貸主に対する
管理受託契約書の重要事項説明、また契約書への記名
押印は経営管理士等が行うこと」、「登録業者は事務
所ごとに経営管理士等を１名以上置くこと」が義務化
されました。これにより、登録制度における、「賃貸
不動産経営管理士」の役割が明確になりました。さら
に、平成30年６月に施行された「住宅宿泊事業法」に
おいても、「賃貸不動産経営管理士」は、重要な位置
づけがされました。
　昨今、賃貸管理業界では、サブリース契約に関する
トラブル等が社会問題となり、業務における適正な

ルールが求められ、賃貸住宅管理業の法制化に向けた国
の動きが活発化しているなか、「賃貸不動産経営管理
士」の重要性は益々高まっていくことが予想されます。
　11月の「賃貸不動産経営管理士試験」を受験される
方は、合格目指して頑張ってください。
　なお、ご興味のある方は、次年度以降の受講・受験
を是非ともご検討ください。
　今回、山口会場で受講された皆様、長時間大変お疲
れ様でした。

講習カリキュラム
時　間 講　座

１
日
目

9:40～9:50 ガイダンス
9:50～10:30 賃貸管理総論
10:40～11:10 賃貸住宅管理業者登録制度
11:20～12:30 賃貸不動産経営管理士
12:30～13:30 昼食

13:30～15:00 管理業務の受託借主の募集
15:10～16:10 賃貸借契約１
16:20～17:20 賃貸借契約２
17:20～17:30 ガイダンス

２
日
目

9:05～9:10 ガイダンス
9:10～10:10 建物管理の実務
10:20～11:20 賃貸借契約の管理

11:30～12:30 建物設備の知識（建築法規、建物の基礎知識と維持管理）
12:30～13:30 昼食

13:30～14:50 建物・設備の知識（設備の基礎知識と維持管理）

15:00～16:10 賃貸業への支援業務（企画提案、証券化業務、相続）

16:20～17:20 賃貸業への支援業務（賃貸不動産経営と税金）
17:20～17:30 ガイダンス・修了証配布
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新役員紹介

　三種の神器は弥生時代から皇位の象徴として歴代天皇が継承す

るといわれる三つの神宝です。

　八咫鏡（やたのかがみ）・草薙剣（くさなぎのつるぎ）・八坂

瓊勾玉（やさかにのまがたま）の三つで、いずれも瓊瓊杵尊（に

にぎのみこと）降臨のとき天照大神（あまてらすおおみかみ）か

ら授けられたという。現在、鏡は伊勢神宮、剣は熱田神宮、玉は

鏡。剣の模造品とともに宮中に祭る。

　剣は壇ノ浦の合戦で海に没したが、玉は初めのままである。

南北朝合一も、この神器の授受を第一の条件としています。

　急遽バトンタッチでregaliaは持ち合わせていませんが、重職の

一員として協会のお役に立ちたいと思います。

一般社団法人
山口県宅地建物取引業協会
総務委員　植 野  善 男
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「ハトマークサイト山口」広報活動のお知らせ

①「ハトマークサイト山口」インターネット広告開始！

８月１日より「ハトマークサイト山口」のインターネット広告をＹＡＨＯＯ！JAPAN　とＧｏｏｇｌｅ
媒体を利用して、下記の .１）.２）により開始しました。

.１）検索連動型広告
ＹＡＨＯＯ！JAPANやＧｏｏｇｌｅの検索結果に、
ユーザーが利用した検索キーワードに関連する広告が
表示されます。

.２）ディスプレイ広告
ＹＡＨＯＯ！JAPANやＧｏｏｇｌｅの広告を許可して
いるＷｅｂサイトにテキストやバナーを表示する広告。

 ③ のぼり旗の事務所店頭設置のご協力のお願い

　山口県宅建協会では、「ハトマークサイト山口」のぼり旗を作成しました。

のぼり旗は、全会員様へ１枚ずつ配布させていただいております。

　是非とも、事務所の店頭に設置していただき「ハトマークサイト山口」

の周知活動にご協力をお願い申し上げます。

インターネット広告にテレビＣＭ、のぼり旗で「ハトマークサイト山口」を山口県
の不動産検索サイト№１に！！
検索サイトは、物件数が命！　１件でも多くの物件登録にご協力をお願いします。

② テレビＣＭ放映中！

東　雷太郎さんを起用したＣＭを放映しています！！

放映時間　ｔｙｓ　ひるおび　　水曜日  　10時25分～　　

　　　　　ｔｙｓ　あさチャン　金曜日　   ６時～

ひがし らい た ろう
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山口県住宅課からのお知らせ

「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

平成30年６月27日に、建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）が公布され、令和元年６

月25日から施行されました。

　これに伴って、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において宅地

建物取引業法施行令が改正され、令和元年６月25日から施行されています。

〇宅地建物取引業法施行令の改正点
　宅地建物取引業法第33条及び第36条においては、宅地建物取引業者が宅地の造成又は建築物の建築に関する

工事の完了前に当該工事に係る宅地又は建物について広告し、または、自ら売主となる売買契約の締結等を行

う場合は、政令で定める許認可があった後にこれを行うこととしており、具体的な許認可の内容について宅地

建物取引業施行令第２条の５において定められています。

改正法による改正後の建築基準法第53条第５項において、新たに建蔽率の制限の緩和に係る許可制度が新設

されたことを踏まえて、当該制度を宅地建物取引業法施行令第２条の５に定める許認可に追加する改正が行わ

れています。

　また、宅地建物取引業法第35条第１項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、

購入者が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第３条第１項で

定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けられています。

改正法による改正後の建築基準法第53条第５項において、新たに建蔽率の制限の緩和に係る許可制度が新設

されたことを踏まえ、今般、当該制度を宅地建物取引業法施行令第３条に定める法令上の制限に追加する等の

改正が行われています。

　建築基準法上の建蔽率の制限については、宅地建物取引業法第35条第１項の規定に基づく重要事項として、従

前から説明することが義務付けられてきていますが、改正法による改正後の建築基準法を踏まえご注意下さい。
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下関shimonoseki

令和元年度価格査定
業務副委員長　大 田 耕 一 郎

　下関支部においては、本年度の価格査定を8月

9日にリサイクルプラザ（中ホール）で開催しま

した。この価格査定は例年8月に行うことで8月の恒例行事としてすっかり浸透してきたように思

われます。当日は何回も参加しているベテランから初めて参加した人など不動産取引に精通した

51名の参加者が揃いました。査定地1,128ポイントをエリア分けし、各グループ内で算出された

平均値を査定価格に設定する手法で行いました。みんなで出した査定価格が「価格査定システム」

に反映され、下関支部のみならず全支部会員が利用できることを説明し、この重要性と必要性を

認識してもらいました。参加者の真剣な眼差しを今年も感じることができました。

　ほとんどのポイントは下落傾向にある中、横ばいで取引されているポイントや逆に上昇傾向に

あるポイントなど、不動産の市場性や地価の動向を再確認することにもつながったと思われます。

　また、下関支部のハトマークサイト山口「価格査定システム」の利用が少ないこともあり、この

機会に利用促進の告知を行うことができました。

　今回こういう行事に参加し、不動産に関する専門家として不動産市場の把握の重要性、また協

会員として会員サービス構築の協力の必要性など考えさせられました。
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支 部 だ よ り

　今年で２回目となる、宅地建物取引士資格試験

会場の東亜大学へ、ご挨拶を兼ねて視察に行って

きました。昨年、法務委員会の新たな試みとして、

防府地区に集中していた試験会場を、分散してみ

ようという事で、下関市にある東亜大学へお願い

して、試験を行いました。今年は新たに、周南市

にある桜ヶ丘高等学校にもお願いしまして、箱崎

周南支部長のご協力のもと、試験会場としてお借

り出来る事となりました。これで県内３か所に分

散して、より受験生に、選びやすい会場を用意出

来たと思います。

　そして、今年２回目となる東亜大学へ行ってき

ました。今年受験者が83名増えて、546名となり

ました東亜大学は、昨年お借りしました８教室で

対応します。大学の教室は、大部屋がありますの

で、ある程度対応が出来て、とても助かります。

受験者数は、山口県全体では152名増えまして、

合計1,800名となっています。東亜大学の試験会

場では、受験者60名の会場では監督員２名、126

名の会場には監督員３名を配置します。そして各

教室の外に、補助員として８名の会員従業員の方

に、付いていただきます。手配は無事に整いまし

たので、協力いただきます方々に、心より感謝い

たします。館内を見て歩きまして、昨年も問題視

されていました、女子トイレの洋式便器の方が、

依然として使用禁止となっていました。学校側は、

治してもまた直ぐに詰まらせるのか、修理する意

思はないようで、困った問題だと思い、どうして

も洋式便器でないという受験生には、隣りの１号

館に行ってもらうかと、検討しています。試験当

日には、対処できるようにしておきますので、ご

協力よろしくお願いいたします。この事は今後の

課題として、対処すべく学校当局とも話し合い、

改善できるように努力していきます。

　下関支部の法務委員長として、ご協力していた

だく支部会員の方々に、今年の成功を祈念しまし

て、また県連の宅建試験担当法務委員長として、

各試験会場での無事の開催をお願いいたしまし

て、東亜大学視察報告とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

宅建試験会場東亜大学視察にて
法務委員長 清 水 謙 治 
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宇部ube

「夏休みみんなで工作
ワークショップと相談会」開催

　７月28日㈰地域貢献・交流事業として、昨年と同
じく「ワークショップと相談会」を宇部市文化会館で
開催しました。
　前回好評だった、木工体験やデコパージュに加え、
太極拳体験やわりばしゴム鉄砲作り体験など、計６
ブースを設置し、住宅ローン相談会、不動産無料相
談会も行いました。
　花の寄せ植え体験は親子で参加される方が多く、

業務委員長　村 田 幹 夫 

オリジナルの鉢植えを喜んで持って帰られました。
ストレッチ矯正無料体験では、僕も体験させていた
だきましたが体が堅いらしく、お手柔らかコースで
体験させていただきました。終えた後のスッキリ感
覚に感動しました。
　天気も良く、今年も大勢の来場者で賑わうことが
できました。ご協力いただきました皆様には心から
感謝申し上げます。ありがとうございました。

みなさん、ご協力ありがとうございました

今年も大成功！！
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支 部 だ よ り

○入会者（正会員）
　１．中村　　勝 ㈱コムズコーポレーション宇部店
  支店代表者変更
　２．山本　悠介 タマホーム㈱宇部店 支店代表者変更
　３．今田　教次 ㈱東武住販おのだサンパーク店
  支店代表者変更
○退会者（正会員）
　１．藤本　美和 ㈱コムズコーポレーション宇部店
  支店代表者変更
　２．桑原　廣光 タマホーム㈱宇部店 支店代表者変更
　３．田村　浩二 ㈱リアルサポート 廃　業
　４．縄田　陽久 ㈱東武住販おのだサンパーク店　
  支店代表者変更
○所在地変更
　１．(同)ライフクエスト 新　宇部市今村南二丁目9番19号
　２．中原興業㈱ 新　山陽小野田市新沖３丁目1番23号
  TEL　0836-39-1150
  FAX　0836-39-7776

会　員　の　動　き

「ハトマークサイト山口」を利用した
らくらく契約書についての研修会

　令和元年６月６日、国際ホテル宇部にて県本部 業務委員長 塩田博志様を講師
にお迎えし、「らくらく契約書」についての研修を行いました。参加者は募集後た
だちに集まった29名で、新規開業者からご年配の老舗業者さんまで。また、会
場のご厚意でWiFi環境を整えて頂けたので、パソコンを持ち込み実際に入力し
ながら熱心に受講される方もおられました。たくさんの方々が「らくらく契約書」
興味をお持ちなんだなと実感しました。
　「らくらく契約書」は、一度登録してしまえば入力はとても簡単ですし、ハト
マークサイト山口に物件登録すればこれを援用できます。なにより法令改正に
随時対応しており、いつも最新の状態で安心して使用できるので、これからは
自身でも活用し、また会員の皆様にもどんどんお勧めしていきたいと思います。

（私事ですが、その都度の入力が面倒でついつい過去の似た事例を援用し、確認
のたびに消し忘れや書き換え忘れが目につき、ひどい時にはお客様の前で訂正
する始末も何度か・・・）
　塩田委員長の説明も事例をもとに実際に入力しながらというもので、丁寧でと
てもわかりやすいものでした。ご多忙の中、ほんとうにありがとうございました。
　システム導入に関与いただいたたくさんの皆様方に感謝し、今後の利用増進
に微力ながら尽力したいと思います。

業務副委員長　栗 原 章 浩 

第1回不動産研修会開催
法務委員長　木 原 隆 一

　令和元年７月５日㈮、国際ホテル宇部にて、記念すべき令和元年度第１
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「あきらめていませんかマイホーム」と題し、講師は山
口県信用組合 専務理事 福永史明様より、マイホームはほしいけれど様々な
事情で住宅ローン審査の承認を得られなかった方々のお役に立ちたい気持ち
をお話し頂き、その後は融資担当の吉永渉様より具体的な事例のご紹介、そ
して地域の皆様に貢献したいという熱いお気持ちを語っていただきました。
　第２講は、演題「民法改正と高齢者に対応した保証保険について」と題
し、講師はいえらぶパートナーズ エリアマネージャー 勝手浩之様より高
齢者による事故の実例紹介。又、それに対応した分厚い保証の必要性と有
効性をお話頂きました。
　第３講は、演題「不動産広告の規制と取引の際の報酬額について」と題
し、講師は山口県土木建築部住宅課 主査 仲子裕也様より、不動産広告、そ
して報酬額について詳しくご説明頂きました。私たちも慣れ親しんでいる内
容だからこそ、今一度詳しくご教授頂くことで、改めて再確認できました。
　第４講は、演題「ハトマークサイト山口を利用した価格査定書の作成に
ついて」と題し、講師は宇部支部業務委員長 村田幹夫様、同 副委員長 栗
原章浩様より、実際にハトマークサイト山口内にある価格査定システムを
会員の皆様の目の前で大型スクリーンに映し出して実演していただきまし
た。しかもお題となった物件は村田業務委員長のご自宅でした！。
　記念すべき令和第一回目の支部研修会でしたが、約３時間近い長時間の
講義にも関わらず、大変多くの会員様が熱心に受講されました。特に第４
講の価格査定システムについては居残り特訓をする会員様もいらっしゃる
ほどの盛況でした。令和の始まりにふさわしく、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

佐野不動産
代表者　 佐野　貴史
〒755-0011
宇部市昭和町４丁目10番13号2F
TEL  0836-48-9239
FAX  0836-48-9239
山口県知事⑴3664号

　この度 山口県宅建協会宇部支部の一員に加えさせていた
だきました、佐野と申します。
　数多くの方々のご協力とお力添えに恵まれ、こうしてはじ
める事ができました。“佐野らしさ”を大切に、独自性を追求
した特色ある独特な不動産屋であり続けたいと考えていま
す。がんばります！



16

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。

山口yamaguchi

令和元年度　第１回山口支部研修会
総務委員　藤 井 孝 人

　令和元年７月９日㈫山口市湯田温泉のセントコア
山口において令和元年度第一回山口支部研修が、尾
村成一支部長の挨拶で始まり、竹下雅樹副支部長の
司会進行により開催されました。

　第一講では「不動産広告の規制と取引の際の報酬額
について」と題し、山口県土木建築部　住宅課　主査　
仲子裕也様より不動産広告及び不動産取引の報酬額
についてご説明いただきました。

　第二講では、「引き継いで」地域を支えると題し公益
財団法人やまぐち産業振興財団　山口県事業引継支援
センター専門相談員ブロックコーディネーター大下憲
彰様より後継者不足による事業承継問題に対しての専
門的な意見や対策についてご講演頂きました。
　山口県は後継者不在率全国ワースト２との現実に
身近で深刻な問題に直面していると感じさせられま
した。

　第三講では「ハトマークサイト山口の活用につい
て」と題し（一社）山口県宅地建物取引業協会　本部
業務委員長　塩田博志様より、ハトマークサイト山
口の利用方法、登録、活用方法等についてご説明頂
きました。

　最後に尾村支部長より、山口コンパクトシティー
に伴う住居誘導地域等の説明をされました。
　３時間にわたる令和元年度第一回山口支部研修出
席頂きました皆様が本日の研修会の講義を生かして
頂けることを願います。
　また山口支部としましても皆様にお役に立てる研
修会を開催して参りますので、ご意見、ご要望等が
ございましたらお気軽にお寄せください。
　あいにくの雨で、足元の悪い中、多くの会員の皆
様にご参加いただきお礼を申し上げます。
　お疲れ様でございました。
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令和元年度『価格査定』『情報交換会』のご報告

　令和元年９月３日㈫セントコア山口において、令和
元年度標準事例地の価格査定を行いました。昨年度は
ホテル翠山荘で行いましたが、テーブルが小さく会員
の皆様が窮屈な思いをされたため、一昨年まで利用し
ていた当会場といたしました。
　今年度は査定ポイントを５ポイント増加して標準事
例地1,060ポイントを支部会員52名の方々のご協力を
得て、昨年同様の方法で行いました。ご参加していた
だきました会員の皆様のおかげで、予定していた時間
内に無事終了することができました。
　その後、同ホテル内にて『情報交換会』を行いました。
　50名もの会員さんに集まっていただいているせっ
かくの機会ですので、食事をしながら慰労を兼ねた情

報交換会を致しました。
　山口県宅建協会の価格査定システムは、１物件ごと
に、約10名の不動産売買に携わる精鋭の方々が査定し、
その平均値を取った事例地査定価格はほぼ実勢価格だ
と自負しております。会員の皆様方には、売買取引や
媒介契約締結時の価格明示等において、是非有効にご
活用していただきたいと思っております。なお、今年
度の価格がハトマークサイト山口の査定書作成に反映
されるのは10月末頃になる予定です。ご了承ください。
　お忙しい中、ご協力していただいた会員の皆様方に
は、心よりお礼申し上げます。この価格査定は毎年実
施していきますので、今後ともよろしくお願いいたし
ます。

業務委員長　山 野 宏 治 
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山口yamaguchi

 新入会員のご紹介
アイ不動産株式会社
代表取締役　 木村　昭則

〒754-0894　山口市佐山2766-3
TEL 083-902-5633　FAX 083-902-5634
山口県知事(1)第3665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、アイ不動産株式会社の木村昭則と申します。
地域に貢献出来るように精進いたしますので、今後ともご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

株式会社物件市場
代表取締役　  内山　里江

〒753-0074　山口市中央5丁目7-3　山口センタービル1F
TEL 083-902-2233　FAX 083-902-2235
山口県知事(1)第3666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
した株式会社物件市場の内山里江と申します。私はこれまで
建築設計に携わって参りました。住宅は長きに渡り住まい続
け、とても大切な財産です。だからこそ不動産選びは最も重
要であり、お客様と共に歩める場を提供したいと思い、「物
件市場」をスタートさせていただきました。
　今後とも宜しくお願いいたします。

 

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
商　　　　　号 免許有効期限

㈲イー・アイ 令和１年12月19日
㈱アルファーエステート 令和２年１月20日
㈲フロンティアライフ 令和２年２月３日
シマダ㈱ 令和２年３月23日
㈲アセッツ 令和２年３月31日
㈱エスピーデータ 令和２年４月10日
㈱ライフデザイン研究所 令和２年４月20日

◎新規入会	 アイ不動産㈱ 代表者・専任取引士 木村　昭則　
 ㈱物件市場　　　　　　　　　　　 代表者 内山　里江　
  専任取引士 藤内　秀夫
◎専任取引士増員	 タマホーム㈱山口店 専任取引士 海老谷　真

◎代表者・専任取引士変更　
 ㈱コムズコーポレーション山口支店 代表者・専任取引士 （旧）中山　丈志 （新）山中　彰二　　　　　　　　　　
 タマホーム㈱山口店 代表者 （旧）古田　浩次 （新）三善　敏也　　　　　　　　
  専任取引士 （旧）野村　成美 （新）髙畠　昭江
　　　　　　　　　　㈱田村ビルズ　山口平川支店 代表者・専任取引士 （旧）大塚　　亮 （新）岡野　裕太　　　　　
 ㈱田村ビルズ　山口小郡支店 代表者・専任取引士 （旧）佐藤　理太 （新）大塚　　亮　　　　　
◎専任取引士変更 ㈱ファノス　　　　  （旧）清水　心平 （新）藤田昌明　　　　　　　　
◎退会 シマダステッド㈱ 代表者・専任取引士 嶋田　　唯　　　　　　　
 ㈱ジオパワーシステム　山口営業所 代表者・専任取引士 橋本　和光　　　　　　
◎住所、電話番号、FAX番号変更
 ㈱Highwood  （新住所）〒753-0079　山口市糸米２丁目７-７　２階　　　　　　　
  （新電話番号）083-902-0044　　　　　　　　
  （新FAX番号）083-902-1559

会　員　の　動　き
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柳井yanai

令和元年度価格査定
　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。今年は事例
地をさらに24ポイント増やし500ポイントとなり、14名の参加者を３
班に分けて査定しました。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。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。

令和元年度第１回支部研修会開催
　令和元年８月26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柳井支部研修会が開催
されました。当日は21業者26名の方が出席されました。
　第１講は「ハトマークサイト山口について」県本部　塩田博志業務委員長をお迎えし、らくらく契約書ソフト
の使い方を詳しくご説明頂きました。より多くの会員の方にご利用頂きたいと思います。
　第２講は「山口県建物状況調査等促進制度について」㈱日本住宅保証検査機構　西日本営業部　中国支店　山
口営業所　所長　高橋雅之氏に、既存住宅の状況調査や県内の建物状況調査促進補助金についてご説明をして
頂きました。皆さん熱心に講習を受けておられました。
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防府hohu

防府支部親睦旅行
㈱丸久不動産事業部　防府支店 國 弘 次 郎

　今年の親睦旅行は、６月17日㈪～19日㈬の日程で
北海道　札幌近辺へ総勢６名で行って来ました。
　山口宇部空港から羽田経由で新千歳空港に11時45
分に到着しました。到着後空港内のレストランで、
銀座ライオンビールジョッキで乾杯し、「快速エア
ポート135号」13時30分発で一路札幌へ向かいまし
た。宿泊は「グレイスリー札幌」で駅に近く、すすき
の近くのとても便利な所でした。
　到着後、早速にレンガ造りの北海道庁を横目で見な
がら、すすきの方面にタクシーを走らせ、それぞれが
観光を楽しみました。帰りは狸小路を通り、札幌時計
台、大通公園を散歩がてらぶらぶらホテルま
で歩くと小腹がすいて、夕食が楽しみな良い
時間になりました。食事どころ「炙屋」の海
鮮料理は「北海道」を堪能させてくれました。
　翌日は、ゴルフ組と観光組に分かれました。
苫小牧ニドムクラシックコースは芝の管理も
良く、ショートアイアンで草履のようなター
フが取れた時は、プロになったような気分で
嬉しかったのですが、飛距離が10％位伸び
て最初はグリーンまでの距離合わせに困りま
した。キャディーさんに「北海道のゴルフ場
は本州より飛距離が出るんじゃないの？」と
聞くと、「皆さんが少し良く飛びますねと言
われます」と言っており、初めに教えてよと
心の中で叫んじゃいました。

　スコアはいつも通りでしたが、青空のもとわいわ
いがやがや楽しくできて良かったです。空を常時飛
んでいた自衛隊の戦闘機の大きな騒音とスループレ
イで、18ホール回った後のクラブハウス内での外国
人女性の方の弦楽四重奏の生演奏には驚きました。
さすが４万円超！
　翌日はカニ、生イクラ、トウモロコシ、バター等
のお土産を買い込んで一路防府へ。
　楽しい旅でしたが、お土産のカニが宅急便に入っ
ておらずひと騒動あり。でも、電話に出られたお店
の店員さんの対応が良くて、いい旅になりました。
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◎所在地変更　　・アイテム（株）　 〒747-0046　防府市千日二丁目７番24号　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒747-0043　　〃　平和町8番21号

◎退　　　会　 　・成長建設（株）　　石丸　一人（代表者）、宮本　慶一（専任主任者）

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
㈲ユーテック R 2． 1．28 R 1．12．28
ハウス工房里住む R 2． 3． 7 R 2． 2． 7
山口ムラタ地所 R 2． 3． 7 R 2． 2． 7
アイテム㈱ R 2． 3．13 R 2． 2．13

防府支部研修会開催
法務委員　廣 政  　努

　７月22日㈪に県本部業務委員長の塩田博志様を講師として、ハトマー
クサイト山口を利用した「らくらく契約書」の作成等について研修会を
開催しました。

　参加者は35名でした。今までのハ
トマークサイトの利用は、情報を登録
するのみの閲覧サイトという運用が多
かったのですが、入力した内容を活用
して契約書等作成できることで、改め
て便利で今後活用していきたいといった声が聞こえてきました。
　大変有意義な研修会であったと思います。
　後日、企画研修委員会が主となってハトマークサイト山口の物件登録勉強
会を支部で開催し、５名の参加がありました。
　今後も民法改正にも対応しているハトマークサイト山口をどんどん利用し
ていきたいと思います。

標準事例地価格査定実施
企画研修委員長　中 司 仁 史

　令和元年８月22日㈭13時より、支部会議室にて令和元年度の事例地価
格査定を実施しました。
お盆明けの忙しい中25名の参加をいただき、５人×５グループで作業を
行い、それぞれの経験と相場観で粛々と進めていきました。
　本年度は昨年より15ポイント増やして800ポイントで実施しました。
　今後ますます精度の高い事例地査定システムの構築を目指し頑張って
参ります。
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周南shunan

令和元年度価格査定について
業務委員　寺 岡 雅 喜 

法務委員長　松 尾 泰 治 

　さて、毎年恒例となっております価格査定の為の標
準事例地952ポイントの価格見直し作業を、周南支部
会員約40名の方々の協力を得て、４地域４班に分か
れて７月19日㈮に行いました。この作業は、日頃の
会員皆様の業務実績や英知が反映されることとなり、
ご参加いただいた皆様のおかげで予定通りに終了し、
今年度も精度の高い査定作業となりましたことに、深
くお礼申し上げます。
　筆者もお客様より土地の査定依頼をうけた時に、ス
ピーディーでより具体的な提案が行え、お客様はもと
より各方面へ対して大変有効なシムテムと自負してお
ります。

　また、作業終了後は懇親会場敦煌様（お料理お酒を
大変美味しく頂きました）に移動して、和気あいあい
と楽しい雰囲気の中、次回に向けての改善事項等の
話題も出て有意義な時間を過ごすことができ、最後
に会員を代表して、有限会社ニッセイ地所の西岡一
美社長様にありがたい一言をいただきまして解散と
なりました。
　会員の皆様が積極的に価格査定システムをご利用い
ただき、年々利用件数が増加傾向にあることはとても
嬉しく思います。引続きこのシムテムを有効にご活用
いただき、来年度も見直し作業には会員様多数のご参
加をお願い申し上げます。

山口県桜ヶ丘高校（宅建試験会場）視察について

　８月26日㈪に令和元年度から新しく宅地建物取引
士資格試験の会場となる周南市の山口県桜ヶ丘高校
の会場視察を、本部から中島局長、友弘局長補佐、
支部からは箱﨑支部長、畑辺職員をはじめ、数名の
周南支部会員で行いました。初めての会場でかつ当
日は400名以上の受験者を迎えるということで、ス
タッフや我々監督員が当日混乱しない様、見取図を
見ながら実際の会場を桜ヶ丘高校の職員の方に教え
ていただきながらしっかり視察しました。
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 新入会員のご紹介
さくら地所株式会社
代表取締役　 岡村　英之

〒745-0015　山口県周南市平和通2-28
TEL 0834-34-1525　FAX 0834-34-1526
山口県知事(1)第3673号

　さくら地所株式会社の岡村英之と申します。この度、宅地建物取引業協会周南支部に新規加入さ
せて頂きました。入会に際し、沢山の方々にご尽力頂き、誠に有難うございました。
　不動産の売買や開発、活用提案など、幅広い分野での活躍を目指しております。微力ではありま
すが、当協会の発展にも努力してまいります。
　ご指導ご鞭撻頂きます様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和元年度第１回周南支部研修会
法務委員長　松 尾 泰 治

開催日　　令和元年９月12日㈭
場　所　　周南地域地場産業センター
出席者　　52名

第１講　「ハトマークサイト山口の利用促進について」　
講師　（一社）山口県宅地建物取引業協会　

業務委員長　塩田博志 様
　　　
　ハトマークサイト山口の利用促進の為、県本部よ
り塩田業務委員長をお招きし講義をいただきました。
価格査定システムやらくらく契約書作成システムな
ど、便利で使いやすくかつ多機能なシステムで、他
県では有料でないと利用できないような機能が、山
口県では会員限定で無料で利用できます。また、ら
くらく契約書などは来年の民法改正にも準拠してい
ます。会員のみなさんがもっと利用し、業務向上に
役立てていただければと思います。

第２講　「これからの不動産管理　家族信託の活用」
講師　弁護士法人　井上・菊永法律事務所　

弁護士　菊永将浩 様

　数年前までほとんど耳にすることがなかった「家
族信託制度」ですが、ここ最近は不動産業において
も少しずつ関わるケースが出てきました。しかし実
際にお客様から質問されると、まだまだ的確に答え
ることができません。今回の講義はこれらの疑問点
を理解すべく、家族信託を中心に予防法務に積極的
に取り組んでおられる広島の弁護士の菊永将浩様を
お招きして不動産の管理に係る家族信託の話を中心
に講義をしていただきました。

第３講　「民事信託サポートサービス」
講師　山口フィナンシャルグループ戦略部　

副調査役　岩﨑智治 様

　第２講の関連内容として山口銀行様が行っている
民事信託サポートについてのセミナーや信託口口座
の開設のしくみなどをお話いただきました。
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岩国iwakuni

岩国支部講習会
法務委員　廣 兼 頼 子

　令和元年７月23日㈫14:00～17:10　暑さ厳しい時
期、山口県宅建協会岩国支部講習会が開催されました。
　第１講｢全国宅地建物政治連盟DVD放映

～地域政策活動の重要性と実践について｣
　第２講｢消費税軽減税率について　

税制改正（不動産譲渡）について｣
　　　　講師　岩国税務署　ご担当者様
　第３講｢ハトマークサイト山口の利用促進について｣
　　　　講師　山口県宅地建物取引業協会　

業務委員長　塩田　博志　様　
業務委員　　松前　康宏　様

　とりわけ第３講に関しては、実際のパソコン操作
をプロジェクターでスクリーンに投影しながらの説
明だったため、非常に分かり易かったのではないか
と思います。
　今後は同サイトの｢らくらく契約書｣システムが、
売買だけではなく、賃貸でも利用できるようになる、
とのことで、今後より一層システム利用者が増える
ことを期待して止みません。

事例地見直し作業
業務委員長　松 前 康 宏

　令和元年7月9日午前10時より今年度事例地見直し作業が宅建協会岩国支部にて行
われました。
　例年通り事例地見直し委員28名が4班に分かれ各リーダー主導のもと783ポイン
トの事例地を見直しました。最寄り商店街の基準とされていた大手スーパーの閉店、
または出店により場所によっては査定相場に影響のあるところもありましたが、予
定のポイントを見直した上で各班毎に5ポイント増やして頂き全体で20ポイント追
加することが出来ました。
　相対的に昨年と比べ横ばい若しくは上昇する地点が多く、下落する地点は少ない
様子でした。
　今回の作業が今年度査定の基礎となってくる為、委
員の皆様も真剣に取組まれていまいた。
　ほぼ一日を費やし見直したことにより今年度の価格
査定の基礎となるデータが実情に則したものとして蓄
積されました。
　参加された皆様、大変お疲れ様でした。
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支 部 だ よ り

 新入会員のご紹介
エルクホームズ㈱岩国展示場
支店長　 但田　　悟

〒740-0018　山口県岩国市麻里布町７丁目９‒28
TEL 0827-35-5080　FAX 0827-35-5018
大臣(4)第5991号

　この度、山口県宅建協会岩国支部に入会させていただきましたエルクホームズ岩国展示場の但田と申し
ます。
　入会に際し、ご協力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
　微力ながらも、宅建協会ならびに地域社会に貢献できるよう努めてまいりますので、何卒ご指導ご鞭撻
の程よろしくお願いいたします。

納涼情報交換会

　岩国支部講習会終了後、毎年恒例となっている納
涼情報交換会を17:30～19:30の時間帯で、岩国シ
ティービューホテル９F　ASIAにて開催しました。
　暑い中、冷たいビールを飲みながら、情報交換会
を行うだけでなく、同じ街で働く同業者間の貴重な
親睦機会を持てたと思います。
　活力にあふれた若い会員の皆さんが増えたことも、
非常に頼もしく感じました。
　参加者の皆様、長い一日本当にお疲れ様でした。

法務委員　廣 兼 頼 子
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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：2019年10月８日（火）
■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2020年２月６日から2020年４月７日までの更新の方
■案内発送日：2019年８月21日（水）

■日　　　時：2019年12月10日（火）
■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2020年４月８日から2020年６月９日までの更新の方
■案内発送日：2019年10月23日（水）

■日　　　時：2020年２月４日（火）
■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2020年６月10日から2020年８月３日までの更新の方
■案内発送日：2019年12月18日（水）

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。

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

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

27



　賃借人が貸室内で死亡後、 約２か月半放置され

たことから、賃貸人が相続人に対して、賃貸借契

約の終了に基づき、 原状回復費用、賃料相当損害

金及び賃借人の善管注意義務違反に基づく損害賠

償等を求めた事案において、原状回復費用及び賃

料相当損害金の支払請求が認められ、その余の請

求は棄却された事例（東京地裁　平成29年９月15

日判決　一部認容　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　賃貸人X（原告）は、亡Aとの間で、平成18年２

月25日、賃貸マンションの一室（本件建物）を次

の約定で賃貸する旨の契約（本件賃貸借契約）を

締結し、同年３月11日、本件建物を引き渡した。

〇賃貸期間　平成18年３月11日から平成20年３

月31日まで

〇賃料 月額10万円

〇支払方法　毎月27日限り翌月分を支払う。 

〇原状回復　本件賃貸借契約が終了した場合に

は、賃借人は、本件建物を原状に復して明け渡

す。ここにいう明渡しとは、賃借人が全ての家

財・物品等の搬出を完了させ、 原状に回復した

上で、 本件建物の鍵をX又はXの指定する者に返

還した時とする。

〇終了事由　賃借人が死亡した場合には、本件賃

貸借契約は終了する。

　亡Aは、 平成28年５月20日、本件建物内の布団

の中で死亡した状態（死因不明）で発見された。 死

亡推定日時は、 同年３月９日頃であり、 遺体発見

が遅れ、 死亡後約２か月半が経過していたことか

ら、 布団から腐敗物が床に染み出していた。

　亡Aの父母であり、相続人（相続分各２分の１）

であるY１及びY２（共に被告）は、同年11月28日、

亡Aを被相続人とする相続について、家庭裁判所に

相続放棄の申述をし、同年12月20日、受理された。

　Xは、Y１及びY２に対して、本件賃貸借契約の終

了に基づき、不可分債務として、平成28年７月１

日から本件建物の明渡済みまで月額10万円の割合

による賃料相当損害金及び原状回復費用63万6321

円を求めるとともに、亡Aは本件建物内での自死又

は病死等の予見可能な死を回避し、Xに損害を生じ

させないようにする善管注意義務を負っていたと

ころ、これに違反したなどと主張して、善管注意義

務違反に基づく損害賠償債務（長期間の空室損害と

して１年間の賃料の半額相当等）から、本件賃貸借

契約に際し亡AがXに交付した、敷金20万円を控除

した残額65万6996円 （分割債務としてそれぞれに

32万8498円）の損害賠償を求めて提訴した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部

認容した。

⑴　証拠及び弁論の全趣旨によれば、 本件建物の

原状回復及び明渡しは未了であることが認められ

る。 よって、Y１らは、 賃貸借契約の終了に基づき、 

不可分債務として、本件建物の明渡済みまでの賃

－心理瑕疵（死因不明）－

賃借人の貸室内での死亡について、善管注意義務違反が
あったとする賃貸人の損害賠償請求が否認された事例

（東京地判　平29・9・15　ウエストロー・ジャパン）金子　寛司

最近の判例から
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料相当損害金及び原状回復費用の支払義務を負う。

①賃料相当損害金について

　亡Aの死亡後、亡A名義で平成28年４月分から

６月分までの賃料相当額が振り込まれたが、その

後の支払はないことが認められる。 

②原状回復費用について

・Xは、 クロス剥がし及び畳処分費用として合計

４万3200円、害虫対策費及び養生費として１万

1437円、 応急の原状回復をする間の車両の駐車場

代として1400円を支払ったことが認められる。

・遺体が２か月半放置されたことにより死臭が残

るなどしたため、大掛かりな原状回復が必要と

なり、 その費用として55万3284円が必要とな

ることが認められる。

・亡Aは本件建物の鍵を１本紛失して返還してい

ないため、 鍵の交換費用として２万7000円が必

要となることが認められる。 以上によれば、 Y１

らは、 賃貸借契約の終了に基づき、不可分債務

として、平成28年７月l日から本件建物の明渡

済みまで月額10万円の割合による賃料相当損害

金及び原状回復費用63万6321円の支払義務を

負うことになる。

⑵　亡Aの死因は不明であり、亡Aが本件建物内で

自殺したとは認められない。また、亡Aが生前持

病を抱えていたなどの事情はうかがわれないか

ら、亡Aが、当時、自分が病気で死亡することを

認識していたとは考えられず、また、そのことを

予見することができたとも認められない。

　以上によれば、亡Aに善管注意義務違反があっ

たとは認められず、同違反を前提とするXの主張

は理由がない。

⑶　Xは、 平成28年６月28日及び同年８月２日到

達の書面で、本件に関する亡Aに係る損害賠償請

求を、相続人であるY１らに対して行ったことが

認められる。そうすると、Y１らは、同年６月28

日の時点では、亡Aの債務について認識し得たも

のというべきである。

　以上によれば、 Y１らが同年11月28日に行った

相続放棄の申述は、熟慮期間経過後にされたもの

であって、相続放棄は無効である。

⑷　よって、 Xの請求は、 Y１らに対し、賃貸借契

約の終了に基づき、不可分債務として、各自、原

状回復費用63万6321円及び平成28年７月１日か

ら本件建物の明渡済みまで月額10万円の割合によ

る賃料相当損害金の支払を求める限度で理由があ

るから認容し、その余は理由がないから棄却する

こととする。

３　まとめ

　本件では、賃貸人は、賃借人の善管注意義務違

反による損害について、死因不明の遺体が２か月

半にわたり放置されたため、本件建物は契約が敬

遠され、長期間空室が続く蓋然性が高いなどと主

張したが認められず、賃料相当損害金及び通常よ

りも高額と思われる原状回復費用の支払請求のみ

が認められた。

　本件のように、貸室内で賃借人の病死や死因不

明の死亡等があり、その発見が遅れて争われた裁

判例は少ないようであり、本件の判断は実務上も

参考になるものと思われる。

　なお、やや古い事例では、共同住宅の一室の賃

借人が夏季に病死し、約10日後に腐乱死体（死体

から体液等が流出して床板やその下のコンクリ ー

トまで浸み込み、悪臭が天井、壁、床など本件建

物部分のすべてに浸みついていた）で発見され、

連帯保証人と賃借人の相続人に対する修理工事費

用180万５千円、悪臭のため同室が使用できな

かった逸失利益３万３千円（賃料１か月分）等が

認められた事例（東京地判S58・６・27　判タ

508-136）があり、併せて参考にされたい。

（調査研究部次長）

（一般財団法人 不動産適正取引推進機構 RETIO　より転載）
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 萩 ⑴3663 ㈱水建 水津　陽次

2 下関 ⑴3669 ㈱大新館 大筋　　治

3 山口 ⑴3665 アイ不動産㈱ 木村　昭則

4 山口 ⑴3666 ㈱物件市場 内山　里江

5 下関 ⑴3671 ㈱ＥＮ不動産 藤本　美和

6 周南 ⑴3673 さくら地所㈱ 岡村　英之

7 岩国 大⑷5991 エルクホームズ㈱　岩国展示場 但田　　悟

8 下関 大⑷5991 エルクホームズ㈱　下関展示場 山中　岳大

9 宇部 ⑵3363 田中建設㈱　宇部店 大塚　英敏

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 宇部 ⒂181 ㈱リアルサポート 梅野　匡史　

2 防府 ⑽1745 成長建設㈱ 石丸　一人

3 山口 ⑺2285 シマダステッド㈱ 嶋田　　惟

4 周南 ⑺2388 ㈲南陽土地建物 山本　伸治

5 周南 ⑷2853 ㈱大洋地建 久保　勝昭

6 下関 ⑶3235 ㈱プルーム 川上　倫司

7 柳井 ⑶3310 新庄不動産 林山　正人

8 周南 ⑵3321 すこやか(同) 吉冨　健太

9 山口 ⑵3418 ㈱ジオパワーシステム山口営業所 橋本　和光

10 周南 ⑵3421 ㈱リアルエステート国広 竹下　善己

11 岩国 ⑴3452 オフィス・サイトウ 齊藤　紀生

12 下関 ⑴3596 ㈱アール・イー・プロデュ－ス 大筋　　治

入　退　会　等

協 会 の 動 き
6月

2 日 自民党県連大会・参議院議員総決起大会 於 山口 上原、林

４ 火 第１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

７ 金 やまぐち犯罪のない安全で安心なまち
づくり推進協議会 於 県庁 中島

10 月 第７回職場改善特別委員会 於 会館 出席者11名

11 火 第２回宅建取引士法定講習会 於 会館 竹下

18 火 第１回宅建試験事務説明会 於 大阪 清水、中島、
田飼

20 木 西日本不動産流通機構定時総会並びに
第２回理事会 於 広島 上原、塩田

21 金 中国地区公正取引協議会第40回定時総会 於 鳥取 出席者11名

27 木

全宅保証第47回定時総会

於 東京

上原、林、
西村

全宅連第54回定時総会 上原、林、
西村

全宅連・全宅保証合同懇親会 上原、林

28 金
全政連第49回年次大会

於 東京
上原、林

全宅管理第９回定時社員総会 上原、主計

7月

１ 月 全宅連第２回人材育成委員会 於 東京 上原

４ 木

林よしまさ出陣式 於 山口 林

山口県居住支援協議会専門部会 於 県庁 上原、塩田、
中島、野村

北村経夫出陣式 於 山口 塩田

7月

10 水 全宅連第１回情報提供委員会 於 東京 上原

11 木 第３回業務委員会 於 会館 出席者11名

12 金 第２回法務委員会 於 会館 出席者10名

13 土 佐藤のぶあき個人演説会 於 山口 尾村

16 火

山口県居住支援協議会総会・シンポジ
ウム

於 山口
出席者11名

山口県居住支援協議会シンポジウム 出席者71名

18 木 第２回総務委員会 於 会館 出席者12名

24 水 全宅連中国・四国地区第１回連絡会 於 香川 上原

25 木

全宅管理山口県支部第２回役員会

於 会館

出席者５名

第２回常務理事会 出席者10名

第２回幹事会（政治連盟） 出席者８名

第２回理事会 出席者23名

8月

２ 金 第１回全宅連中国地区会長会 於 広島 上原

６ 火 第３回宅建取引士法定講習会 於 会館 木原

20 火 令和元年度賃貸不動産経営管理士講習
（１日目）

於 会館
清水、上田

21 水 令和元年度度賃貸不動産経営管理士講習
（２日目） 上田

28 水
都道府県協会長・全宅保証本部長合同会議

於 奈良 上原
全政連都道府県政治連盟会長会議

29 木 第２回宅建試験事務説明会 於 岡山 清水、中島、
田飼

30 金 平成30年度不動産無料相談所相談員研修会 於 会館 出席者42名
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山口支部

何年か前に「断捨離」とい
う言葉が流行語大賞にノミ
ネートされたと思うが、実
際に行動した人はどれくら
いいたであろう。かくいう
私はすべて逆の事をしてき

たような気がする。断＝入ってくる要らない（物、情報）
を断つ。捨＝家にずっとある要らないものを捨てる。離
＝物への執着から離れる。
　ヨーガの行法からきている言葉らしいが、やはり

「もったいない」という固定概念に凝り固まった心を変
える事は難しい。整理整頓、片付はするほうであるが、
それは「断捨離」とは言わないそうだ。収納する場所が
無くなったので、倉庫を建てたが、それも数年で一杯
となり、今度は家の軒下ぐるりに物を置き始めてしまっ
た。とうとう家族から「元気なうちにすべて処分して下
さい」と言われてしまい、今年から少しずつではあるが、
物を減らし始めている。しかし目に見える効果はまだ出
ていない。捨（捨てる）と離（物への執着）を意識して身
体と相談しながら実行していきたい。

山口支部　竹　下　雅　樹

山口サビエル記念聖堂/山口市
　山口市の観光スポットの中で影が薄いのが山口中心部です。すぐお隣の湯田温泉の名前は全国的に知られて
いますが、観光地としての山口中心部は忘れられがちです。そんな中で輝きを放っている建物があります。山
口駅から県庁へと続くメイン通り（パークロード）沿いにある亀山公園に隣接して建ち、市のシンボルとして高
台より時の鐘を響かせているのが「山口サビエル記念聖堂」です。この聖堂は名前の通り日本に本格的にキリス
ト教をもたらした、あのフランシスコ・ザビエル来日400年を記念して1952年（昭和27年）10月に建てられま
した。ザビエルの故郷スペイン・ナバラのザビエル城を彷彿させるロマネスク様式の重厚、威風堂々としたカ
トリック教会でした。ところが1991年（平成３年）９月５日の夜半に、原因不明の火災により消失してしまい
ました。山口市にとってシンボルともいえる聖堂を失い、山口市民には大きな痛手となりました。しかもすぐ
に再建とはいかず６年半の時を経た1998年（平成10年）４月29日に現在の新聖堂が誕生しました。しかし、ま
たまた山口市民は驚く事になります。新たに生まれ変わったこのサビエル記念聖堂は旧聖堂の面影は全くなく、
斬新なデザインが特徴で、高さ53メートルの２本の塔と建物全体を覆う三角錐の屋根で構成されています。旧
聖堂を懐かしむ方からは、その斬新すぎる建物に疑問符をつける方もいましたが、今はそのような事はなくな
り、すっかり山口市民に親しまれています。内部は幻想的という言葉がぴったりの空間で、天井から降り注ぐ
パイプオルガンの美しい調べと、白い壁のステンドグラスからあふれ出るブルーの光で、独特の世界が築きあ
げられています。教会の中心ともいえる祭壇は、驚くほど飾り気が無くシンプルそのものであります。しかし
それが却って今までの一般的な教会とは全く違う雰囲気を醸し出していて、とても新鮮に感じられます。内部
の写真が掲載出来ないのが残念ですが、こればかりは実際に訪れて体験していただくしかないと思います。是
非とも山口市のシンボルとして、教会として、また素晴らしい建築物としての「山口サビエル記念聖堂」を訪れ
て、その言葉に出来ない雰囲気を感じ取っていただきたいと思います。

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

断捨離について
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