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会　長　上  原  祥  典

令和２年

新年のご挨拶

皆様新年明けましておめでとうございます。
大きな夢と希望を抱き素晴らしい年をお迎えになられた

事と心からお慶び申し上げます。
子年で働き者の干支なので皆様方の大いなる商売の繁盛

をご期待申し上げます。
昨年は新天皇即位、新しい時代令和の幕開けとなりまし

た。消費税の増税もありましたが、これから事業規模25兆
円程度になる政府の経済対策に期待したいです。地価も全
国的に都市での上昇や地方では下げ止まりした所もあり、
デフレも過去の言葉になりつつあります。日本経済に影響
がある、米中貿易摩擦が円満に早く解決を念願する次第で
す。国交省が四半世紀ぶりに不動産業ビジョン2030が発表
され、「~令和の時代の『不動産最適活用』に向けて~」とな
りました。不動産業を取り巻く市場環境の変化は社会経済
情勢の変化が厳しく、少子高齢化、人口減少の進展、空き
地空き家の遊休不動産の増加、既存ストックの老朽化、新
技術の活用、浸透、働き方改革の進展、自然災害の脅威等
あげられますが、「時代の要請に応じて、又地域や社会の
ニーズに応じて不動産の形成、活用が、個人や企業や社会
にとり価値が最大になるよう価値創造の最大化を図ること
が重要で、不動産業の役割はこれを実現していくことが一
番のコンセプトで、そういったところで他業者との連携や
情報技術の進展をいかにうまく取り入れていくか、空き家
空き地等の相続の対策を含めたコンサルティング能力をい
かに磨いて差別化を図っていくか等これからの不動産業に
求められている。」と国土交通省 不動産業課 不動産業課長
の須藤明夫氏が述べられています。全国宅建政治連盟では
地方銀行の不動産仲介業を取り敢えずは阻止していますが
又いつ勃発するやら不安です。令和２年の税制改正として
低未利用地に係る特例措置の創設が実現致します。譲渡価
格が500万円以下の一定の低未利用地などを譲渡した場合
に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置
です。地方においての定額物件の空き家空き地の所有者不
明土地の発生予防に寄与し、流通促進が地方経済の活性化
(地方創生)にも繫がると期待しております。

４月１日に施行されます民法改正は契約書等大幅に変更
されますので、古い契約書は使わない様に、必ず協会本部
か全宅連よりダウンロードして使用して頂けます様にお願
い申し上げます。本部第二回目の研修会で売買、賃貸とそ
れぞれ全宅連顧問弁護士柴田様が山口市ホテルニュータ
ナカで講演予定ですが、予習として全宅連ホームページの

ハトサポより民法改正に係る契約書改訂ポイントのガイド
ブックをダウンロードしてweb研修で勉強しておいて下さ
い。昨年の業法改正と比較すれば問題にならない程難しく、
真剣に勉強しなければ落ちこぼれてしまいます。協会本部
として、しっかりサポートして行きますが、会員皆様にも
ご努力をお願い致します。

協会本部事業としては、昨年作成致しました。ビジョン
の見直しを図り、例年通りの事業計画として新規入会者の
宣伝募集、開業セミナーの充実やハトマークサイト山口の
登録促進、価格査定、空き家相談への積極的な参加、不動
産無料相談所の運営充実、キャリアパーソンの受講促進、
山口県三世帯同居近居パスポート事業の協力、退会防止策
の一環として事業承継の相談窓口を設置の充実を図り、会
員皆様方の経営相談まで出来ればと思っています。又一番
大きな課題である公益社団法人への移行ですが、事務局、
会員、役員の皆様方の納得いく形で決着をつけたいと考え
ています。皆様方のお力添えが何卒賜れます様に心からお
願い申し上げます。設立して５年目を迎えております、山
口県居住支援協議会ですが、家主さんや管理業者が安心し
て住いを提供できるシステムを導入したいと検討中です。
皆様方に発表できる日を楽しみにしています。２年に一度
の役員改選の年ではございますが、次世代を担う未来の人
材育成、確保の為にも今年は山口県本部創立60周年の簡単
な記念式典、講演会、会員主体の懇親会の開催を計画中で
す。多くの皆様のご参加協力をお願い致します。今年が会
員皆様方にとり素晴らしき、良き年となりますように、又
各支部活動の活性化と宅建山口県本部の発展と会員皆様方
の事業の成功とご健康を心からお祈り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

令和２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。

私も、令和として初めての新年を迎え、新しい「令和」の
時代の県づくりをしっかりと進めていく決意を新たにしてい
ます。

今年は４年に一度のオリンピックイヤー、「2020東京オリン
ピック・パラリンピック」が開催される年でもあります。本県
ゆかりの選手の活躍は勿論、200を超える国々のトップアス
リートの皆さんの己の限界への挑戦が繰り広げられることを期
待しています。

本県も６市がキャンプ地として決定しており、選手との触れ
合いや県民の皆様の心こもったおもてなし等を通じて、スポー
ツの振興や交流の拡大などにつなげてまいります。

県政においては、総合計画「やまぐち維新プラン」が３年目
を迎えます。「産業維新」「大交流維新」「生活維新」の「３つの
維新」への挑戦を重ね、本県の地方創生を次のステージへと押
し上げていく、充実した一年にしていきたいと考えています。

【地方創生の推進】
地方創生の推進に向けては、総合戦略に基づく様々な施策

を展開し、戦略的な企業誘致や成長産業の育成等を通じた魅
力ある雇用の場の創出、国内外からの観光客の増加による交
流人口の拡大など、様々な成果が現れています。

一方で､若者を中心とする県外流出の流れは変わらず、合計
特殊出生率も伸び悩むなど､本県の最重要課題である人口減少
には歯止めがかかっていません｡

現在、地方創生の新たな指針となる第２期の総合戦略の策
定を進めていますが、人口減少の克服には息の長い取組が必
要であり、「社会減の流れを断ち切る」、「少子化の流れを変え
る」、「住みよい地域社会を創る」の３つの基本的な方向を維持
しながら、取組を更に強化してまいります。

《社会減の流れを断ち切る》
本県の特性を活かした次世代産業の育成や企業誘致の推進、

中小企業の成長や創業の支援、元気な農林水産業の育成、地
域資源を活用した観光の振興など、産業の活力を高めること
により、若者や女性にとって魅力ある雇用の場の創出を目指し
ます。

また、県内進学・就職の促進やＵＪＩターンの推進、兼業・
副業など将来の移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大、
企業の本社機能の移転など、本県への移住・還流を促進する
取組を進めます。

《少子化の流れを変える》
結婚から妊娠･出産･子育てまで切れ目のない支援や、地域

や企業等と連携した子育て県民運動の推進など、社会全体で
子育てを支える環境づくりを進めるとともに、Ｍ字カーブの
解消に向けた女性就業支援の強化などワーク・ライフ・バラ
ンスを実現する働き方改革を進めていきます。

《住みよい地域社会を創る》
「やまぐち元気生活圏」の形成による活力ある中山間地域づ

くりや、医療･介護、交通など地域生活を支えるサービスの確
保を図るとともに、未来技術を活用した生活の質の向上など
も進め、安心して生活できる、そして、誰もがいきいきと活
躍できる地域社会を実現してまいります。

【Society5.0（ソサエティ5.0）への挑戦】
AI（人工知能）などの未来技術をあらゆる産業や社会生活に

取り入れ、様々な課題を解決する超スマート社会「Society5.0」
の到来に向けた取組も進めていく必要があります。

「技術」には、現状を変革し、未来を創る力があります。
幕末・明治維新の激動期に、「長州ファイブ」と呼ばれる郷

土の先人達は、命がけで海を渡り、最先端の技術を持ち帰り、
我が国の近代化・工業化に大きく貢献し、生活を豊かにしま
した。

150年たった今、我が国では、人口減少が急速に進行し、
本県でも人手不足や高齢化、中山間地域の活力の低下など様々
な課題を抱えており、その解決には、未来技術の活用が大き
な可能性を有しています。

例えば、新しいビジネスの創出や生産性の向上、遠隔操作
や無人化等によるスマート農業や、インターネット等を活用
した新たな交通サービス “Maas（マース）” の推進、遠隔での
医療や教育サービスの提供など、私は、地方でこそ未来技術
を真に人々の役に立つ活用ができると考えています。

私は、昨年秋に全国知事会の情報化推進プロジェクトチー
ムのリーダーに就任したところですが、まず、ここ山口県に
おいて、未来技術で地方の課題を解決していく、その決意で、
地方におけるSociety5.0の実現に挑戦してまいります。

【今年の決意】
私は、「やまぐち維新プラン」の取組を進めることにより、

県民の皆様に目に見える成果をお示ししていく、そして、地
方創生の取組を次のステージに確実に押し上げ、人口減少の
克服に向けた確かな足がかりを築いていく、こうした思いで、
新たな令和の時代の県づくりに取り組んでまいります。

市町をはじめ、企業、大学、関係団体、そして県民の皆様
とともに、総力を結集して、本県が直面する様々な課題を解
決し、県民誰もが希望を持ち、安心して暮らし続けられる県
づくりを力強く進めてまいりますので、県民の皆様の御支援
と御協力を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

令和２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、令和になって初めての新春を、健やかにお
迎えのことと、謹んでお慶びを申し上げます。

私も新たな気概を持って、山口県議会議員として、山口
県宅建県議団団長として、笑顔と希望に満ちた故郷のため
に、そして、山口県の振興・発展に向け、邁進してまいります。

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、取引量の拡大や、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に、厚く御礼申し上げます。

また、上原 祥典 会長におかれましては、このたび、宅地
建物取引業務精励の黄綬褒章を受章されましたことに、心
からお祝いを申し上げます。

昨年を振り返りますと、５月１日に平成から令和に改元さ
れ、皇位継承に伴う一連の行事が11月までつつがなく執り
行われ、国民一人ひとりが、天皇・皇后両陛下への祝意と、
令和の新時代への期待を抱きました。

また、ラグビーワールドカップ日本大会における、日本
代表のベスト８進出は記憶に新しいところですが、特に、日
本代表メンバーが、国籍、言語の枠を越えて、肩を組んで、
涙を流しながら、大声で国歌を斉唱している姿を目にして、
絆で結ばれた人間の素晴らしさ・温かさを体感された方も
多かったのではないでしょうか。

その一方で、台風19号の大雨などによる大自然の猛威が、
昨年も日本列島を席巻し、甚大な被害が各地で発生しまし
た。災害に負けない強靭な国づくりの必要性について意を
一層強くしました。

外交・海外情勢では、改善の糸口が見えない元徴用工問
題に端を発する日韓関係をはじめ、米中貿易摩擦の深刻化、
香港の政情不安の長期化など、東アジア地域に係る憂慮す
べきニュースが、毎日のように報道されています。

さて、国政に目を転じますと、安倍晋三内閣総理大臣の
在職日数が、憲政史上で最長となりました。人口減少、少
子高齢化の進行、Society5.0など、我が国を取り巻く環境が

大きく変化する中、安倍総理には、子どもや孫たちの世代に、
美しい伝統あるふるさとを、そして誇りある日本を引き渡す
ため、引き続き、経済再生や地方創生、災害対策の充実に
取り組んでいただくとともに、全世代型社会保障制度改革
や財政健全化、そして憲法改正議論の活性化など、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。

県政においては、村岡嗣政知事のもと、県政運営の指針
となる総合計画「やまぐち維新プラン」に基づき、本県の最
重要課題である人口減少問題の克服に向け、「産業維新」「大
交流維新」「生活維新」の「３つの維新」に果敢に挑戦すると
ともに、本年度末を目途に第２期「山口県まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定し、地方創生のさらなる推進に取り
組まれているところです。

また、昨年４月の県議会議員選挙で改選された47名の議
員で構成する山口県議会では、県民の皆様にとって、より
身近なものとなりますよう、公正で円滑な議会運営や、議
会活動の活性化に努めています。昨年は、「山口県の新たな
活力創出推進特別委員会」を設置するなど、時代に即した
様々な取組を進めながら、車の両輪として、村岡県政をしっ
かり支え、新たな県づくりが力強く前進していけるよう、そ
の役割を果たしていきたいと考えています。

本年は、十二支のトップバッターの「子」年に当たります。
「ねずみは、災いをいち早く察知して身を護る」とも言われ
ています。どうか本年が災害のない安らかな年になります
よう念願するとともに、皆様にとりまして、東京オリンピッ
ク・パラリンピックを間近に控えた本年が、躍動感溢れる、
心ときめく素晴らしい年となりますよう心からお祈りいたし
ます。そして、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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会員様へお知らせ

「第一種低層住居専用地域」での店舗建築について
―――　建築基準法第４8条改正　―――

　これまで第一種住居専用地域では、独立した店

舗は建てられませんでした。

　閑静な住宅地のほとんどは第一種低層住居専用

地域であり、これは一戸建てを中心とするもので

全用途地域の中で最も規制が厳しい地域であり、

コンビニなどの店舗の出店は原則不可でした。原

則というのは近隣住民からの要望で店舗を建築し

ようとする場合は、公開による意見聴取と第三機

関である建築審査会の同意が必要でした。これに

は手続き等に時間がかかる為、積極的には活用は

されていませんでした。これに対して国は急速に

進む高齢化社会の中で、近所に商店がなく、日々

の買い物が困難な買い物弱者対策として、店舗の

建築が原則禁止されている「第一種低層住居専用

地域」でコンビニエンスストア等の店舗はセーフ

ティネットの一環として必要であるとして2018年

の建築基準法改正で同法第48条に「第16条」が加

わり、これにより一定の基準に適合するものに限

り、建築審査会の同意がなくても店舗建築が可能

となりました。

　経済産業省の調査では高齢者の約17％が “買い

物に困難を感じている” と回答しており、その数

は700万人にのぼると推計され、一方で農林水産

政策研究所の調査では、自宅から生鮮食料品店ま

での距離が500メートル以上あり、その上車を持

たない65歳以上の<買い物難民>は2025年までに

全国で約600万人にのぼり、これは2010年調査の

382万人から200万人以上に増加するという深刻な

推計となっています。

　特にコンビニエンスストアに限って言えば2016

年２月末現在で、全国のコンビニ店舗数は約５万

5000店以上となっており、更に近年のコンビニは

肉や野菜等の生鮮食品まで取扱い、更にＡＴＭの

設置による金融サービスの提供や宅配サービスの

受付、住民票の写しや戸籍証明書の取得など公共

性の高いサービスを提供している店舗もあり、今

や日々の生活の中に無くてはならない存在となっ

ています。

　さて、同項が定める建築可能な店舗には、主と

して

　　●敷地が幅員９ｍ以上の道路に接すること。

　　●店舗の用途に供する床面積は200㎡以内と

すること。

　　●生鮮食料品の加工を行う場は建築物及びそ

の敷地内に設けないこと。

　　●商品を陳列し、販売する場所は屋外に設け

ないこと。

　　●道路の見通しに支障を及ぼすおそれのある

塀等は敷地内に設けないこと。

　　●ゴミ置き場は屋外に設けないこと。但し、

ゴミを容器に密閉し、かつ、施錠して保管

する場合はこの限りでない。

　　●電気冷蔵庫や冷暖房設備の屋外機の騒音の

大きさを基準値以下にすること。

　おおむね以上のように地域の環境や実情をふま

えて、騒音、振動、臭気、夜間照明、交通安全性

に対して適合した店舗のみ建築が許可されます。

　出店の詳細については行政の建築審査課に認可

の可能性について問い合わせ等をすることにより、

店舗出店のビジネスチャンスが広がると考えられ

ます。

専務理事　西 村 俊 爾
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令和元年度第１回山口県不動産研修会報告

　令和元年９月27日㈮山口グランドホテルにおいて
令和元年度　第一回山口県不動産研修会が開催され
ました。
　倫理綱領を会員全員で唱和、上原会長の挨拶後、
次の４講の研修が行われました。

　まず、第１講その①は『宅地建
物取引業と人権』の演題で、山
口県環境生活部人権対策室 主幹　
岡村 光徳様と山口県土木建築部
住宅課 主査 仲子 裕也様によりご
講話頂きまし
た。人権をめ

ぐる状況と宅
地建物取引業での多くの課題や、
人権を尊重した行政の推進等の説
明を受け、あらためて人権問題の
認識を高めた次第です。

　その②は山口県土木建築部河川
課 主任 重村 亮様により『水害リ
スクに関する情報～洪水浸水想定
区域図～』について洪水ハザード
マップ、洪水浸水想定区域図の見
直しや防災情報システム等の説明
を受けました。

　第２講は『最新の税制改正とそ
の留意点~相続を中心に』につい
て岡﨑謙司税理士事務所 税理士　
岡﨑 謙司様より主に相続を中心
に説明があり、大変勉強になりま
した。

　第３講として、『建物状況調査と
既存住宅売買瑕疵担保保険につい
て』は、㈱住宅ケンコウ社 営業部
不動産係 課長 山本 隆司様と社）
山口県宅地建
物取引業協会 
業務委員長 塩
田 博志氏によ

り説明があり、宅地建物取引業の
改定「インスペクション」斡旋が
義務化になる今に即した内容であ
りました。

　第４講は、『今すぐやっておくべきポイント①年次

有給休暇②時間外労働の上限規
制』の説明を藏岡労務管理士事務
所 社会保険労務士 藏岡 卓巳様よ
り行われ、まさに、働き方改革
時代に即した演題のごとく今す
ぐやっておくべき内容でありま
した。

　以上、令和の新しい年号の最初の研修会に相応しく、
充実した内容で、多くの会員が熱心に聴講されました。
会員の今後の事業に役立てれば幸いであります。

法務委員　竹之内 早 苗

プログラム
令和元年９月27日㈮14：00～17：00
山口グランドホテル　２階「鳳凰・鶴」

司会　　　　清水法務委員長

倫理綱領唱和
開会の辞　　主計副会長

主催者挨拶　上原会長

研修

第１講　①14：05～14：25／②14：25～14：50
演　題　①『宅地建物取引業と人権』
講　師　山口県環境生活部人権対策室　主幹　岡村　光徳　氏
　　　　山口県土木建築部住宅課　　　主査　仲子　裕也　氏
演　題　②『水害リスクに関する情報～洪水浸水想定区域図～』
講　師　山口県土木建築部河川課　　　主任　重村　　亮　氏

第２講　14：50～15：20
演　題　『最新の税制改正とその留意点～相続を中心に』
講　師　岡﨑謙司税理士事務所　　　税理士　岡﨑　謙司　氏

第３講　15：30～16：30
演　題　『建物状況調査（インスペクション）と

既存住宅売買瑕疵担保保険について』
講　師　税理士法人　塩見会計事務所　
　　　　㈱住宅ケンコウ社　営業部不動産係　

　　　　　　　　　　　課長　山本　隆司　氏
　　　　(一社)山口県宅地建物取引業協会　 

業務委員長　塩田　博志　氏

第４講　16：30～17：00
演　題　『今すぐやっておくべきポイント

①年次有給休暇②時間外労働の上限規制』
講　師　藏岡労務管理士事務所　

社会保険労務士　藏岡　卓巳　氏

閉会の辞　　林副会長

第1講① 岡村 光徳 様

第1講① 仲子 裕也 様

第1講② 重村　亮 様

第2講 岡﨑 謙司 様

第3講 山本 隆司 様

第3講 塩田業務委員長

第4講 藏岡 卓巳 様
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令和元年度　新規免許業者研修会報告
令和元年11月８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　木原委員

　研修
テーマ 講　師 　時　間

1 組織について 総務委員長代行　箱﨑　壽美枝 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　謙司 15：10～15：50

　去る11月８日㈮に、山口県不動産会館において、
平成29年度から令和元年度８月末までの入会者を対
象にした、新規免許業者研修会が開催されました。本
研修会には、対象34社のうち30社の会員の代表者及
び専任取引士の方が出席されました。
　研修では、「組織について」のテーマで、箱﨑総務
委員長代行から、所属団体の組織系統及び各団体の
事業等についての説明と、宅建士賠償責任保険につ
いて、ご講義いただきました。
　次に「業務について」のテーマで、塩田業務委員長
から、業務委員会の主な事業説明と「ハトマークサイ
ト山口」の会員間情報の機能使い方、全宅連・全宅管
理協会のホームページ等の説明について、ご講義い
ただきました。

　最後に清水法務委員長から、倫理綱領・宅建業と人
権に係る取り組み、県の立入調査とそれに係る宅建業
法・関連法令について、ご講義いただきました。
　各講師の講義に出席者の皆様は熱心に受講されてい
ました。
　約２時間半の研修終了後には、受講済証を受け取ら
れ、散会となりました。
　本研修会は、新規会員必須となっており、今回諸般
の事情で出席出来なかった会員の方は、次回は必ず受
講されます様、お願いいたします。

第1講 箱﨑法務委員長代行 第2講　塩田業務委員長 第3講　清水法務委員長
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令和元年11月13日㈬　13：30～15：30
山口県不動産会館　３Ｆ　研修ホール

　去る11月13日㈬、不動産開業支援セミナーが開催され、18名の参加者が集まりました。
　第１部では「業界トップの宅建協会について」と題し、全宅連作成のハトマークグループ紹介動画を上映しま
した。
　第２部では「宅建協会及び全宅管理入会のメリット」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、主計副会長が全宅管理の各種会員向けサービスについて説明されました。
　第３部では「不動産開業までの流れ」と題し、中島事務局長が免許申請や入会の手続き等を説明されました。
　第４部では「現役不動産業者の体験談」と題し、おいでませ不動産 代表取締役 山本寿 氏、ならびに、トラスト
地所 代表取締役 八木勝 氏のお二方より、開業にまつわる生の声を、ざっくばらんにご講義いただきました。畑
違いの前職から開業に至った経緯や、実際に経験した苦労話等、興味深いお話に参加者も熱心に耳を傾けていらっ
しゃいました。
　第５部では「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 氏より、開
業を後押しする資金融資についてご説明いただきました。
　第６部は希望者のみの個別相談会を設け、テーブル毎に分かれ、総務委員が中心となって相談にあたりました。
今後も引き続き開催し、宅建協会の入会促進に繋げていく次第です。

令和元年度第１回不動産開業支援セミナー

中島 事務局長 山本 寿 様

八木 勝 様 中山 昌宏 様
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令和元年山口県宅建協会会員ゴルフコンペ開催！

　昨年に引き続き山口
県宅建協会会員ゴルフ
大会が令和元年11月
28日㈭、各支部参加者
42名による大盛況の大
会になりました事、ご
報告致します。
　当日は、朝早い集合
時間（午前７時半集合）にも関わらず、参加者全員がお集
まり頂き会の進行にご協力頂きました。この日は、朝から
雲行きが悪く、時には小雨が降る不安のスタートでしたが、
皆様のゴルフに対する熱い思いも通じたのか、その天候が
お昼前に晴れ間が見え出し秋のすがすがしいお天気に変わ
りゴルフコンペにふさわしいラウンドになりました。
　今回開催のコースは山口市阿知須にあります宇部72カ
ントリークラブ万年池西コースでした。ご存知の方も多い
と思いますが、とても美しい景観とグリーンは速く（この
日は10.5フィート）、アンジュレーションもしっかり有り、
いつも上がり３ホールで叩く（私の経験談）、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。その様な
コースで、昨年同様、各組の構成は所属支部同士がなるべ
く重なる事が無い様に、そしてこのゴルフコンペを通じて
今後のお仕事などの交流が出来る様、組み合わせ致しまし
て、ＯＵＴ６組、ＩＮ５組に分かれてのスタートになりま
した。組み合わせによっては初めて同士で知り合いになら
れ和気藹々とゴルフを楽しまれてらっしゃる様子も多く見
られ、その後の表彰式会場では名刺交換をされるなど良い
交流がなされたように思います。また今回も参加者全員が
お怪我やプレー中のトラブルも無く無事にラウンド終了出
来ました事、幹事としては一番嬉しく思います。
　では、コンペの結果前に先ずは今回参加者の平均スコ
アーの発表をしたいと思います。
　皆さん普段のゴルフ練習の成果は出ましたでしょうか？
結果はいかに！！私も様々なコンペに参加しますが、宅建
協会のゴルフコンペはレベルも高く、中にはグロス75で上
がられた方も！とにかく皆さん素晴らしい成績で上がって
来られます。その様な中で、今回の平均グロスは、98（参
加者42名）となりました。実は昨年のデーターを見ますと
驚く事に昨年と一緒のグロスでした。参加者皆さんのレベ
ルが維持されていらっしゃる様ですね！この人数で平均ス
コアーが100を切る大会は凄いと思います。
　さて、いよいよお待たせしましたコンペの結果です。今
回は、上原会長からバカラの高級グラス、スリクソンキャ
ディーバック、多額の賞品券のご提供もあり、表彰式では
昨年以上に大盛況でした。そのコンペを制した優勝者は岩
国支部のサカイ土地（株）坂井　幸栄　様でした。坂井さん
は岩国支部という事で、県内参加者の中では一番遠いご自
宅からの参加です。コンペの為に朝早起きして遠くまで来
た甲斐があった！価値のある優勝でしたね。コンペ終了後
の帰路は遠方であれば有るほど辛い道のりですが、今回は
とても心地良い時間だったのではないでしょうか！！次回
も是非、連覇を目指して御参加を頂きたいと願っておりま
す。優勝者の坂井様には宅建協会よりトロフィーと賞品券
が授与されました。
　準優勝は周南支部のチューケン（株）大西　充　様　、３
位は宇部支部の（有）大徳建設　田邉　善規様でした。そし
て今回は、上位３名以外にも特別賞（高額賞品！）もご用意

させて頂きました。その中でも、表彰式最後に行いました、
じゃんけん大会では、決着がなかなか付かず最後は全員に
チャンス有りで大変盛り上がりました。
　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」と多くの方からのお声を頂き幹事
としてはとても嬉しかったです。是非、次年度も開催出来
ましたら皆様の多くの御参加お待ちしたいと思います。
　今回御参加頂きました皆様、朝早くからの開催にも関わ
らず会の運営ご協力頂き、進行が出来ました事、幹事一同
感謝しております。有難う御座いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　              ＧＲ　ＮＥＴ
優勝　坂井 幸栄様（サカイ土地㈱ 岩国支部） 100 72.4
２位　大西　 充様（チューケン㈱ 周南支部） 92 72.8
３位　田邉 善規様（㈲大徳建設 宇部支部） 84 73.2
ベストグロス　　　　　　　　　　 　　　　　  ＧＲ
ＢＧ　岡村 　徹様（エルクホームズ㈱ 下関支部） 75

（ＯＵＴ39、ＩＮ36）
特別賞（高額賞品ＧＥＴの方々）
７位　ラッキー７賞　ギフト券 
森繁様（㈱朋友商事 周南支部）
11位　当月賞　ギフト券 
林様（㈱林不動産 下関支部）
19位　2019年賞　宇部カン無料プレー券　　　
金田様（京都住宅㈱ 宇部支部）
28位　当日賞　バカラグラス
西岡様（㈲ニッセイ地所 周南支部）
ＢＢ賞　ゴルフバック 
金井様（㈲カナイ商事 宇部支部）
2019年じゃんけん賞　QUOカード 
四方様（大和ハウス工業㈱ 山口支部）

総務委員　右 田 善 弘

優勝 坂井様 準優勝 大西様

３位 田邉様 べスグロ 岡村様

上原会長 表彰式挨拶
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テレビＣＭを　１３０本　放映します!!
「ハトマークサイト山口」への物件登録をお願いします　

　１月下旬から２月にＫＲＹ、ｔｙｓ、ｙａｂの３局で合計約130本のテレビＣＭを放映します。
　２月、３月はお部屋探しの繁忙期！引っ越しシーズンに向けて、賃貸・売買ともに１件でも多く
の物件登録をお願いします。

ハトマークが導く安心安全の住宅　篇 素敵な夢　篇

※ＣＭには、ｔｙｓ「週末ちぐまや家族」でお馴染みの東
ひがし

 雷
ら い

太
た

郎
ろ う

さんが出演しております。
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山口県住宅課からのお知らせ

民法改正のポイント
　民法のうち契約等に関する最も基本的なルールである債権法について、明治29年の制定以来の大き

な改正が令和２年４月１日に施行されます。

民法の主な改正点

１．約120年間の社会経済の変化への対応　～実質

的なルールの改正～

　⑴保証人の保護に関する改正

　⑵約款（定型約款）を用いた取引に関する改正

　⑶法定利率に関する改正

　⑷消滅時効に関する改正

２．基本的なルールを分かりやすく、明文化

　裁判や取引実務で通用している基本的なルー

ルであるものの、民法の条文には明記されてい

なかったものを明文化する改正が多数行われて

います

　⑴意思能力に関するルール

　⑵賃貸借に関するルール（敷金、契約期間中

の修繕、現状回復）

宅建業界への主な影響

　宅建業界では、民法改正の影響は宅地建物取

引業法に留まらず、敷金などの賃貸借に関する

ルールの明文化等、実務上多くの変更点が見ら

れます。

個人根保証に極度額を設定

　賃貸借契約において、連帯保証人は、借主が

負うべき賃貸借契約上の債務を、連帯して履行

する義務を負います。

　改正民法では、個人がこのような連帯保証人

となる場合には、個人根保証契約となり、極度

額を定めなければならないこととされました。

そのため、このような連帯保証人は、借主の債

務を無制限に負担するのではなく、あらかじめ

定めた極度額の範囲内でのみ責任を負います。

　なお、極度額を定めない場合には、この個人

根保証契約は無効となります。

「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換

　改正民法では、不動産のような取り替えのき

かない「特定物」の売買取引であっても売主は

物件を単に現況で引き渡すだけでなく、「契約の

内容に適合した物件」を引き渡す契約上の債務

を負うという考え方を前提に、物件に欠陥があ

れば売主は債務不履行責任を負うという内容に

なっています。

契約に適合しない場合は、買主は売主に対して

以下の請求・行為が可能となります。

　①修補などの追完請求　　③損害賠償請求

　②代金減額請求　　　　　④契約解除権の行使

　なお、宅建業法では宅建業者が売主である場合、

契約不適合責任に関して、買主が行う通知期間を

物件の引渡しの日から２年以上とする特約を定め

る場合を除き、民法に規定するものより買主に不

利となる特約をすることはできません。

　宅建協会などが開催する研修会に積極的に参

加し、民法改正に備えてください。
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下関shimonoseki

令和２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
頭に当たり本年が希望に満ちた清々しい年になる事を祈
念いたします。　昨年秋の叙勲で当支部顧問　上原祥典
氏が黄綬褒章受章の栄誉に輝かれ、私共にとりましても
大変名誉なことでした。

　一昨年創立60周年を迎えた下関支部運営に当たって
は、先人が積み重ねてこられた実績を踏まえ、昨年策定
された『山口県ハトマークビジョン』に則り、堅実で溌
剌とした支部運営に努めて参りたいと存じます。

　さて、過去三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等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。併せて、空き家解消・有効利用、
密集市街地整備に関し行政が進める施策に対し意見具申

と共に協力すべき点は進んでその任に当たりたいと存じ
ます。昨年、山口県への政策要望でインスペクションへ
の補助制度を挙げて、新制度創設が実現しましたが、更
に政策の進化を求めると共に、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
物取引士への調査権付与に関する要望活動が更に熱を帯
びるものと思料します。民法改正への準備等研修課題は
多岐にわたります。ウェブ研修も始まりましたが、一つ
一つ着実に進めて参りたいと考えています。

　令和２年は『庚
かのえね

子の年』で、『物事の始まりであり未来
への希望溢れる年』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。

令和元年度税務研修会・第１回支部研修会

　令和元年９月19日㈭下関市リサイクルプラザ第１研修室にて、令和元
年度税務研修会・第１回支部研修会を開催いたしました。
　第１講は「建物状況調査（インスペクション）・既存住宅売買瑕疵保険
に対する補助制度について」と題して、渡邊陽一郎 業務委員に説明をし
ていただきました。
　第２講は税務研修会「税制改正について」を下関税務署からお越しい
ただいた管理運営第一部門統括官 福本崇様、個人課税第一部門統括官 
松村久様、法人課税部門審理専門官 森山公人様、資産課税部門審理専門
官 杉嶋真一郎様にそれぞれお話をしていただきました。

　第３講は三好晃一法律事務所 弁護士 三好晃一様を講師としてお招きし「民法改正について」の講演をしていただ
き、相続法の変更に伴い、自筆遺言方式緩和・遺言書保管制度・配偶者の保護など具体例を交え説明していただきま
した。また不動産取引の実務に直結する消滅時効・法定利息・危険負担・定型約款を用いた取引・瑕疵担保・個人保
証人の保護・賃貸借契約原状回復と存続期間な
ども詳しく説明していただきました。
　今後も皆さんのお役にたてる研修会を開催し
てまいりますので、研修に関してのご要望がご
ざいましたら、お気軽に法務委員会におよせく
ださい。

法務副委員長　福 田 忠 史
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支 部 だ よ り

居住支援に係る大牟田視察について

　献身的なボランティア活動とホームレス受け入れ拒否
の避難所という対照的な光景、奇しくも日本社会の歪み
を顕在化したこの度の台風19号。誤解や偏見は無知か
ら生じます。居住支援が抱える問題も、多くは誤解や偏
見が要因となっています。
　
　今回訪れた大牟田市は、世界遺産となった三池炭鉱
がある人口約11万人の地方都市です。空き家や高齢者、
低所得者層、障害者の増加等の社会問題が発生していま
す。そのような現状に対して、福祉・医療や行政、そし
て不動産関係の各団体が住まいに関する課題を共有し、
協働して住宅確保要配慮者への支援に取り組む必要性を
感じ、大牟田市居住支援協議会が設立されたそうです。
人口10万人規模の地方都市としては初の居住支援協議
会です。
　

　事務局を市の社協が担っていて、様々な相談を包括的
に対応し、自立支援や成年後見等につなぐことも出来る
という特徴があります。そしてそのサポート部会である

「大牟田ライフサポートセンター」の役割も大きく、入
居支援や身元保証等の事業を行い、単なる空き家対策で
はない居住支援を実現しているそうです。

　そのシステムも大変参考になりましたが、何より現場
で活躍される方々の熱意を感じ取れた事が大きな収穫で
した。熱い思いと豊富な知見は支援の在り方を示すもの
です。憲法学の権威である樋口陽一さんは、市民には「知
る義務」があると仰っています。誤解や偏見を乗り越え
る努力を目の当たりにした貴重な一日となりました。

業務委員　渡 邊 陽一郎
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下関shimonoseki

令和元年度
第２回「ゴルフコンペ」開催
ゴルフクラブ　大 井 信 夫

　10月30日㈬秋もたけなわ、ゴルフベスト
シーズンが到来の中、レークスワンカントリー
倶楽部美祢コースにて本年度第二回目のゴル
フコンペを開催いたしました。
　前回6組より1組多い7組27人に御参加頂き
ました。
　参加者も20歳代から80歳代まで幅広い年代
層で、ゴルフと言う同じ土俵で競うことので
きる稀有なスポーツを通じて和気あいあい、
技、仕事、健康などの情報交換や会員間の親
睦を深めることが出来ました。

コンペ結果（ダブルペリア方式）上位者は
　　　　　　　　　　　　　　　　　                     グロス   ネット
優　勝 エルクホームズ㈱ 岡村　徹さん 81 70.2　　　　　
準優勝 緑都開発㈱ 小松靖之介さん 90 74.4
３　位 住吉工業㈱ 石田正幸さん 76 74.8
４　位 ㈱田村ビルズ 中原亮太さん 94 74.8
５　位 ㈱センチュリー計画 西嶋哲典さん 98 75.2
と相成りました。
　当コンペでは毎回一人1,000円を上限にOB・池ポチャ・４パットに対しては一打100円の罰金を徴収して
いますが、今回はなんと9,000円も集まりました。先回の罰金総額より大幅に増加しています。27名の参加
なので一人平均3.5打近くがトラブルであった事になります。自己申告制度なので、喜んで良いのやら悲し
むべきか複雑な結果では有りました。

　また最近の傾向としまして、若い従業者の方々の参
加も目立つようになりました。欲を言えば、他支部の
ように女性ゴルファーも参加頂けると、もっと楽しい
クラブ活動になりますので是非各社、従業員、老若男
女、上手下手問わず多数参加頂きます様お願いいたし
ます。
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支 部 だ よ り

新年のご挨拶
萩支部長　澤 村 修 一

　新年明けましておめでとうございます。
　平素は、会務運営に協力厚く御礼申し上げます。　
旧年中は多大なる尽力をいただき誠にありがとう
ございます。会員さまのご繁栄を心よりお祈り申
し上げるとともに、本年もまたより一層のご支援
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年度の業法改正につきましては当地区
においては購入者等の利益の保護に資するよう公
正、誠実に業務をなされ推移しております。昨年
度は当地域支部におきましては「民法改正と宅建
業務への影響」について研修いたしました。改正
民法施行日2020年４月１日迄あと数ヶ月です。不
動産の専門家としてさらに精進し社会経済情勢の
変化、不動産市場の変化に対応出来るよう準備を
進めてまいります。
　人口減少と超高齢化社会が現実となっています。
また、災害が多発しているように感じています。
国土交通省の「不動産ビジョン2030～令和時代の

『不動産最適活用』に向けて～」大変参考になりま
した。新しい考え、新しいもの、言葉は異なるが
従来言われてきたもの、普遍的なもの等。今後重
点的に検討すべき政策課題の中に不動産の「たた

み方」という考え方が提言されていました。不動
産も「たたむ」という概念もいろいろ直面する問題
も四苦八苦ですが、しかるべき考え、行動をして
いきたいものです。
　萩地域支部につきましては、検討中の重点事項
は先送りになっておりますが、例年のとおり、迅
速な情報の収集、提供、意見交換のできる体制に
努め会員の業務に対する環境づくりの改善に貢献
できるよう努力することを目標としています。会
員みなさまのご協力のほどよろしくお願いい申し
上げます。
　「令和」への改元で元号に関心が高まる中、当地
域の歴史を知るきっかけとなった。初めて改元が
行われたと伝える長門市の史跡である。伝説では
650年（大化６年）穴戸国（長門国）山口県の麻山
に白いキジが現れ国司が朝廷に献上、めでたい兆
しとして初の改元を行い、元号に「白雉」と改めた
と伝わる。この麻山が長門市渋木、真木の山だと
いう。新しい時代を迎え、皆様のますますのご繁
栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

萩
hagi

謹  賀  新  年
　役員一同より謹んで新年のお喜びを申し上げます。　　　　　　　　　　　　　

　萩地域支部役員
　　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　  吉野　龍彦　　　  理事　  戸崎　　剛　　　  理事　  田中慎太郎　　　  理事　  廣畑　光秋
　　理事　  中原　文典
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宇部ube

新年のごあいさつ
宇部支部長　浅 川 幸 則

　新たな元号「令和」を迎えて初めての新年、明けまし
ておめでとうございます。
　宇部支部会員の皆様には、支部運営に深いご理解をい
ただき、ご協力を厚く御礼申し上げます。支部会員の皆
様にとりまして、令和２年が良い年となりますことを心
からお祈りいたします。
　昨年は10月１日から消費税の増税が行われ、消費者
の買い控え等景気の成り行きが心配されましたが、今の
ところあまり心配はないようには感じられます。唯々、
米国と中国の経済摩擦が気にかかるところです。我々、
宅建業者は経済の悪い流れには敏感ですぐに影響を受け
てしまいます。今後の動きがとても心配なところです。
　昨年の支部活動を総括しますと、「ハトマークサイト
山口」のさらなる活用紹介として６月６日にらくらく契
約書についての研修会、７月５日には価格査定システム
を利用した査定書の作成と、いずれも多数の参加をいた
だき関心の高さが再認識されました。そして７月28日
には２年連続して地域貢献・交流事業「ワークショップ
と相談会」を宇部市文化会館で行い、親子で多数の方々
の参加をいただきました。また、９月には土地価格査定
作業を実施しております。

　また、全宅連の重点目標に掲げられました「新規会員
獲得の増進」は、今年度の最重要課題と思います。全国
的には首都周辺の都・県が大変厳しい状況になっていま
す。宅建協会宇部支部も最盛期には189名の会員があり
ましたが、現在では120名に激減しています。県本部で
は開業セミナーを行い、「ハトマークサイト山口」の便利
なサイトを活用してもらい、すぐに事業展開ができるな
どの広報活動を行っています。宇部支部では別途に寺子
屋「たっけん」を開催して、開業後の悩みや業法上の不
明点、その他相談事等、何でも受けつけ、支部理事が担
当して勉強会・座談会を行っています。お客様に迷惑を
かけない信頼される宅建業者を目指していかなくてはい
けません。私が37年前に開業した頃には同業者は競争
相手であって、教えてもらえる等考えられませんでした。
これも開かれた宅建協会の現れではないでしょうか。一
般消費者の方にとっては命の次に大切な不動産を取り扱
う我々宅建業者の責任は重大なものがあります。「不動
産屋と呼ばせない」心意気を持たないといけません。
　令和２年の年頭にあたり「新規会員募集」を今年度の
重点目標に掲げます。

令和元年度価格査定を実施して
　９月の残暑厳しい中、多数の皆様にご
協力いただき、「土地価格査定作業」を今
年も実施いたしました。
　今年度は査定地を37ポイント増やしま
した。暑い中、現地調査をしていただい
た皆様、査定についての協議をしていた
だいた皆様、本当にありがとうございま
した。
　会員の皆様、ぜひ価格査定システムを
ご利用下さり、日々の業務にお役立て下
さい。
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支 部 だ よ り

 

○入会者（正会員）
　１．大塚　英敏　　田中建設(株)宇部店　　新規入会
　２．三成　悟司　　㈲司不動産　　　　　代表者変更
○退会者（正会員）
　１．秋村　司朗　　㈲司不動産　　　　　代表者変更
○所在地変更
　１．(有)司不動産 新　宇部市上宇部2543-1
〇電話番号変更
　１．積和不動産中国㈱下関営業所宇部店
　　　　　　　　　　新　0836-37-1380

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

(同)アライブ Ｒ２． 1．30 Ｒ１．12．30
亜興産業デベロップ㈲ Ｒ２． 3．17 Ｒ２． 2．17

寺子屋「たっけん」開催
　９月12日㈭に恒例の「よろず勉強会」を開催しました。今回
は、(株)日本住宅保証検査機構（JIO）様から「補助金や各種減税
を含めたインスペクション＋瑕疵保険で安心できる中古住宅を」
ということで、近い距離でわかりやすくご説明をいただきまし
た。いつもにまして多数の方のご参加があり、みなさんの熱意
を感じました。ぜひご商売に役立てていただけると幸甚です。
　この寺子屋「たっけん」は、みなさんからいろいろなリクエス
トをいただき、よろず勉強会として２ヶ月に１度開催しており
ます。日々の業務で疑問に思われたこと等についてでもかまい
ません。みんなで勉強いたしましょう！ぜひご参加をお待ちし
ております。

「山口県居住支援協議会」に参加
　11月1日㈮にヒストリア宇部にて開催されました

「山口県居住支援協議会」に宇部支部から10名の会員
が参加されました。
　まず、「新たな住宅セーフティネット制度」につい
て、山口県土木建築部住宅課様からのご説明がありま
した。続いて「居住支援法人の業務」については有限
会社フォーマックス様からのお話しがあり、「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
ては、独立行政法人住宅金融支援機構様からご説明が
ありました。あまりお聞きすることのないお話もあり、
皆さん熱心にお話に聞き入っておられました。

※免許有効期限の90日から30日前までに県庁住宅課へ提出
して下さい。

　詳しい内容は山口県住宅課のＷｅｂサイトの「宅地建物
取引業更新の手続き」をご覧ください。

 新入会員のご紹介

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させていただ
きました、田中建設株式会社宇部店の大塚と申します。
　私たち宇部店スタッフ一同は、家づくりを通じて地域
の皆様の笑顔のお手伝いができるよう一生懸命がんばっ
ていきたいと思います。
　会員の皆様には、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

田中建設株式会社宇部店
支店長　 大塚　英敏
〒759-0203　
宇部市中野開作683-2
TEL 0836-38-8350
FAX 0836-38-8360
山口県知事(2)第3363号
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支部長あいさつ
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。令和という新
元号に変わって初めての新年を迎えましたこと、会員の
皆様と共にお慶びを申し上げます。
　山口支部におきましては会員の皆様のご協力により、
支部研修会（２回）、標準事例地の見直し（価格査定）、
情報交換会、ゴルフコンペ（２回）、そして盛大な忘年
会を開催することができましたこと、心よりお礼申し上
げます。また、社会貢献事業である第２回カップリング
パーティーを開催し、３組のカップルが成立して無事に
終了することが出来ました。その他、理事により年間を
通して退去時の敷金精算等の無料相談、山口市からの紹
介を含む空き家相談業務を行っております。
　空き家問題につきましては会員の皆様は実務で実感し
ておられる事と思いますが、これから益々増えてくるも
のと思われます。支部に相談があった時点ではすでに流
通性がほぼないような物件が多くあります。国も空き家
問題は大きな課題と捉え、流通の促進策として相続人に

対する税制上の優遇策、宅建業者の仲介手数料の報酬額
の改正等いろんな施策を出してきております。市場価値
がまだあるうちに私たちのビジネスとして市場に流通さ
せたいものです。
　今年は私たち宅建業者の実務に大きく関係する改正民
法（債権法）が今年の４月１日から施行されます。売買
契約時においても賃貸借契約時においても、今までの商
慣行から大きく変わったところがあり注意が必要です。
協会研修会への参加や自己研鑽等でミスのない業務を行
いましょう。
　不動産業に関する法令改正等は毎年のようにありま
す。宅建協会として全宅連（国との関係）や協会本部（山
口県との関係）との連携において、また山口支部は山口
市との関係も含め、会員の皆様に出来る限りの情報提供
をしていきたいと思っています。今年も昨年同様山口支
部へのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

第２回山口支部研修会
業務委員　柴 田 真 克

　令和元年11月29日㈮山口市湯田温泉のセントコア山口において第２回山口
支部研修会が開催されました。
　第一講では「改正消費税について」と題し、山口税務署　個人課税第一部門　
統括国税調査官沖裕之様により、今年の10月より実施された消費税の軽減税
率制度についてご説明いただきました。
　第二講では「不動産業に関する民法改正に伴う業務上の具体的な注意点」と
題しまして弁護士法人　清水法律事務所　清水秀俊弁護士によりご説明いた
だきました。　2020年４月１日から施行される民法改正について、不動産賃
貸業、不動産売買業への影響のみならず、今後の対策など詳しくご説明いた
だきました。
　第三講では「支部からのお知らせ」と題し尾村支部長より今後の不動産業務
に際して必要な重要事項説明の追加項目、改正する法律等についてご説明い
ただきました。
 　約３時間にわたる令和元年度第二回山口支部研修会にご出席していただい
た皆様が本日の研修会が日頃の業務に生かせていただ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つ研修会を今後も開催してまい
りますので、ご意見ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
　年末の大変お忙しい時期ではございましたが、多くの会員にご出席してい
ただきまして有難うございました。



21

支 部 だ よ り

山口支部親睦忘年会
法務委員　髙 見 　 護

　令和元年12月５日㈭山口市湯田温泉『梅乃屋』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
99名と多数のご出席を頂きました。
　松本社長（株式会社アライブ）司会のもと、尾村支部長

（西京土地建物株式会社）のご挨拶の後、清水社長（株式
会社大貴）の乾杯のご発声により始まりました。
　ソレイユトリオによる生バンド演奏が流れる中、会場
に花を添えるコンパニオンさん達のお酌も手伝い情報交
換や、世間話を交わす光景があちらこちらで見受けられ
ました。
　ビンゴ大会では、小林様（株式会社防長宅建）が豪華賞

品を当選し、美声にダンスに笑い声にため息に包まれ、
会場は大いに盛り上がりました。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、宴もたけなわとなっ
たところで、両國社長（有限会社両國）の中締めで、親睦
忘年会もお開きの時間となりました。進行役の右田社長

（株式会社小郡不動産）並びに、出席者の皆様お疲れ様で
した。
　令和２年も山口支部にとって、より一層の飛躍の年に
なるであろう事を、参加者全員で感じた有意義な親睦忘
年会は余韻を残しつつ閉会致しました。

たっけん結婚応援団カップリングパーティー
総務委員　藤 井 孝 人

　（一社）山口県宅地建物取引業協会　山口支部は、地域
社会貢献活動の一環として令和元年10月６日㈰に「たっ
けん結婚応援団第２回カップリングパーティー」を行い
ました。全国的に山口県は少子高齢化、未婚化、晩婚化
により人口の減少、過疎化が進んでいる、このような状
況の中山口で出会い、山口で結婚し、山口で居住してい
ただく事で少しでも歯止めになればとの思いを念頭に開
催いたしました。
　会場はセントコア山口にて男性21名　女性19名　総
勢40名の方がお集まりくださり右田理事の司会進行のも
と、はじめに、尾村支部長の挨拶から始まりカップリン
グパーティーがスタートいたしました。内容は、お見合
いトークタイムと題し各２分程度の自己紹介からフリー
タイムに移行し、参加者の皆様は積極的にお話をされて
おり、運営側としても、とても微笑ましく思えました。
中盤では、参加者を４～５名のグループに分けクイズや

ゲームをして楽しんで頂き、より一層会場の雰囲気が明
るくなりました。終盤は、あちらこちらで１：１でのトー
クをされていらっしゃったので本日のカップル成立は多
数だろうなと期待しておりました。フリートークを終え、
カップル発表です。３組のカップルが成立されました。
最後に、尾村支部長よりカップルになられた３組様に豪
華お食事券を進呈され閉会の挨拶で終了いたしました。
　怪我やトラブルもなく無事に終える事が出来たことに
感謝し、また準備や手配、進行等をしてくれた事務局、
理事の方々お疲れ様でした。今回で２回目ですがカップ
ルになられた方は勿論、そうでない方もアンケートによ
ると「楽しかった」「満足です」「３回目も参加したいで
す」等の嬉しい反響が多数寄せられましたので、【たっけ
ん結婚応援団第２回カップリングパーティー】は大成功
で終えることが出来ました。
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山口yamaguchi  新入会員のご紹介
KurasoYamaguchi合同会社
代表社員　　 栗山　伸二

〒753-0047　山口市道場門前二丁目９番４号
TEL 083-902-6559　FAX 083-902-6449
山口県知事(1)第3676号

　はじめまして。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、KurasoYamaguchi合同会社の栗山伸二と申します。相談
しやすい環境提供を心掛け、信頼頂き、地域の皆様のお役に立てる
不動産業者となれるよう努力していきたいと考えています。皆様の
ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

株式会社エムズプランニング
代表取締役　 松木　伸司

〒754-0002　山口市小郡下郷2698番地2
TEL 083-902-0050　FAX 083-902-0040
山口県知事(1)第3678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
株式会社エムズプランニングの松木と申します。
　地域の皆様に信頼される不動産会社を目指していきたいと思いま
すので、皆様のご指導ご鞭撻の程、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

シマダ㈱ 令和２年３月23日
㈲アセッツ 令和２年３月31日
㈱エスビーデータ 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
㈱マイルーム 令和２年５月11日
㈲両國 令和２年５月12日
㈱ネクサス不動産 令和２年６月１日
㈱ライフサポート 令和２年６月10日
N’s Section㈲ 令和２年６月12日

◎新規入会	
　Kuraso Yamaguchi（同） 代表社員・専任取引士 栗山　伸二
　㈱エムズプランニング 代表者・専任取引士 松木　伸司
◎住所変更	
　㈲両國 （新住所）〒754-1101　山口市秋穂東1129番地
◎電話番号変更 
　㈲両國 （新電話番号）083-981-4412
　山口大学生活協同組合 （新電話番号）083-933-0615
◎ＦＡＸ番号変更 
　㈱丸久不動産事業部　宮野支店 （新FAX番号）083-995-0910           
　㈲両國 （新FAX番号）083-975-5886            
　山口大学生活協同組合 （新FAX番号）083-933-0612  
◎退会 
　㈲アドレ・エステート 代表者 杉田　茂樹　　　　　　　
 専任取引士　　 杉田千佳子　　　　　　
　㈲友住宅 代表者・専任取引士 國友　武記

会　員　の　動　き

令和元年忘年ゴルフコンペ開催
法務委員会ゴルフ担当　平 連 嗣 騎

　渋野日向子の全英女子オープン優勝。日本中が待ち望んだ海外メ
ジャー初制覇に沸き返った令和元年。駄菓子とピンのG410がバカ売れ、
ウェアもバックオーダーを抱えるほどみたいで、実に年間400憶円の経済効果があるそうです

（シブコ効果）。
　アマチュアゴルファーが盛り上がった令和元年の締めくくりに、去る12月４日（水）、山口支
部忘年ゴルフコンペが、正統派チャンピオンコース、レインボーヒルズ泉水原ＧＣにて、晴天の
もと、９組35名の多数のエントリーを頂き盛大に開催されました。
　並み居る強豪がしのぎを削る中、接戦をものにし、チャンピオンの栄冠に輝いたのは、エミア
スの吉田さん（グロス：78、ネット：72.0）でした。吉田さん、素晴らしいラウンドです！準優勝は、
きららの洲崎さん（グロス：88、ネット：72.4）、３位は、アーバンエステートの石橋さん（グロス：
89、ネット：73.4）。ベストグロス賞は、山口住宅の伊藤さん。なんとグロス：76！！！　エク
セレント！！！
　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。皆さん、ナイスラウンドです！
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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。
　2019年は、平成から令和へ元号が変わりました。天
皇陛下が即位礼正殿の儀を行い、即位を内外に宣明され
ました。
　新しい時代の幕開けでしたが良いことばかりではあり
ませんでした。一昨年同様、各地で自然災害が発生しま
した。台風15号による千葉県を中心に甚大な被害、台
風19号による東日本の激甚災害が起きました。過去最
大の台風、過去最高の降雨が当たり前のように起きる時
代になりました。幸い柳井地域は、他地域と比べて災害
の比較的少ない地域ではありますが、西日本豪雨で近隣
の岩国市、光市と大きな災害が起きました。我々不動産
業者は、災害が起きた場合非常に重要な立場にあります。
一昨年、岩国支部は山口県と協力し被災者に多くの住宅
の紹介をしました。柳井支部も対岸の火事と思わず常日
頃から災害に対する心構えを会員全員で持ちたいと思い

ます。そのためにも、支部研修等で勉強していきたいと
考えています。
　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いましたが消費税の増
税により足踏み状態になりました。地方におきましては
依然と厳しい環境のままです。柳井支部としましては、
打開策は少ない状況ですが出来る限りの事は行っていき
たいと思います。また、来年４月１日は民法改正の施行
日です。不動産取引を行うに当たって民法は当然のよう
に付いてきます。第２回支部研修では民法改正について
講習を行う予定です。
　昨年も申しましたが、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おりません。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。

 新入会員のご紹介

　この度、山口県宅建協会柳井支部に入会させていただ
きました、有限会社横山建設の横山誠治と申します。
　地域の皆様に貢献できるよう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。

有限会社　横山建設
代表取締役　 横山　誠治
〒742-1105　
山口県熊毛郡平生町大字大野北25
TEL/FAX 0820-56-7278
山口県知事(1)3674号

 会員のご紹介

　この度、代表者変更により代表取締役に就任致しました。
　平成２年に創業し、今年30年目を迎えることとなり
ました。
　今まで通り柳井に根付いた活動と、地域の貢献に頑
張って参ります。
　これからも引き続きどうぞよろしくお願いします。

有限会社　サンクス
代表取締役　 秋田　健一
〒742-0031　
山口県柳井市南町７丁目13番９号
TEL 0820-23-7700
TEL 0820-23-7500
URL　http://www.sankus.com
山口県知事(7)2482号

◎新規入会	 ㈲横山建設 正会員　横山　誠治 副会員（専取会員）鶴岡　和義
◎代表者変更	 ㈲サンクス （新）秋田　健一 （旧）秋田　京子
◎専任宅建取引士変更	 ㈱ピアレックス （新）本田　将希・永野　善裕 （旧）南里　美晴・藤野　司
 旭興産㈱　　　　　 （新）河本　茂樹　　 （旧）財間　正人

会　員　の　動　き
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防府hohu

令和最初の新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上
げます。

また、日頃より宅建協会防府支部会員の皆様、並びに
関係者の皆様のお陰をもちまして、滞りなく支部運営が
できておりますことに、改めて御礼申し上げます。

さて、本年はいよいよオリンピックイヤーということ
もあり、国全体が活気溢れる一年になる予感がしており
ます。我々が宅建業を営む防府市も負けずに、活気溢れ
る一年になること、そして何より各会員の皆様にとって
素晴らしい一年となることを心より願っております。　

また今年は、我々の業界にとって大きな変化といえる
民法改正が、４月より施行されます。

改正の内容には、国の宅建業者に対する期待と責任の
重さが表れているように感じます。

これに対し、宅建協会防府支部では、昨年度末の研修

会を始めとして、本年度も様々な場面で会員の皆様に有
益な情報発信、情報交換の場を設ける所存です。会員の
皆様には、そのような機会をぜひ有効に活かしていただ
き、来たる民法改正への取り組みと、御社の繁栄にお役
立ていただきたいと考えております。

私がお預かりしております支部長の任期も残り数か
月。これまで掲げてまいりました『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』のた
めに、理事の皆様と共に邁進してまいります。会員の皆
様、そして関係者の皆様には、これまで以上に支部活動
へのご協力をお願い申し上げます。

結びとなりますが、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。

新年ごあいさつ
防府支部長　上 田 清 侍 

防府支部研修会開催

　令和元年10月28日㈪13時30分よりデザインプラザ防
府にて、いたむら法律事務所の山口弁護士を講師に迎え、
来年４月に施行される「民法改正について」の研修会を開
催しました。
　当日は、支部会員と従業者を合わせて38名の方が参加
されました。

法務委員　廣 政 　努 

　研修内容は、民法の契約上の保証人に対しての考え方
や、根保証の限度額の適正額等についてお話がありまし
た。契約書雛型を変更する必要と、保証人対応から保証
会社へ変更する必要を感じました。
　大変有意義な研修会であったと思います。
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◎代表者変更	 ・㈱銘　建　 　 青木　隆行　→　福田　敦志　　　　　　
 ・㈱田村ビルズ防府寿町店 日野　由章　→　藤村　剛次　　　　　　

◎専任取引士変更	 ・㈱え　ん　　  吉岡真由美　→　久保田雅久
 ・山根建築㈱　  荒川　正治　→　佐々木隆浩
 ・㈱田村ビルズ防府寿町店 森囿　祐規　→　田村　英子

◎商号変更	 ・㈱田村ビルズ防府寿町店 防府店　→　防府寿町店

会　員　の　動　き

ＡＥＤの贈呈式及びＡＥＤを使った心肺蘇生法講習の開催
業務委員長　渡 壁 一 邦

　令和元年10月８日㈫地域貢献事業として、昨年と同様
に防府市役所市長室にて「ＡＥＤの寄贈式」を執り行い
ました。防府市より市長様はじめ計７名、防府支部から
６名の出席となりました。
　ＡＥＤの設置場所につきましては防府市公会堂になり
ますが、現在改修工事中の為完了するまでの期間、お隣
の文化福祉会館に設置していただく事になりました。
　防府市内にできるだけ沢山のＡＥＤ設置が行き渡り、
また市民の皆様が安心して過ごしていただけるよう願っ

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、令和元年10月17日㈭防府
支部にて、防府市消防署さんにご協力をいただき、「普通
救命講習」を開催しました。
　講習終了後、受講者９名全員に「普通救命講習修了証」
を渡していただき、会員自らも救急救命に対する意識を
高めることができました。
　ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

免 許 更 新 の お 知 ら せ
業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

㈱リビルド 令和２年５月13日 令和２年４月13日

㈱丸　久 　  〃 　 ５月20日 　  〃 　 ４月20日

防府ひまわり不動産 　  〃 　 ６月９日 　  〃 　 ５月９日
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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。

　令和に年号が変わり初めての新春を迎え謹んで

新年のお喜びを申し上げると共に皆様のご繁栄を

お祈り申し上げます。

　平素より会員の皆様におかれましては支部運営

にご理解とご協力を頂きまして心より御礼申し上

げます。

　昨年10月に消費税が10％になり、かけ込みも当

初は多く予想されておりましたが、我々経営者は

消費税が上がろうと生き残り勝ち残らなければな

りません。

　また11月に全国賃貸不動産管理業協会の佐々木

会長の挨拶の言葉の中に不動産売買、賃貸業、管

理業、お客様、家主、売主、買主、我々不動産業

者として取り組む姿勢は安心、安全、正確、迅速　

ただし、もしもクレームが起こった時、ピンチは

チャンスであり真摯に対応し、そこから真のファ

ンを作り出す講演をされ、我々不動産業にとって

次々と関連、連動した仕事は尽きません。例えば、

保険、更新、管理、相続、リフォーム、建て替え、

住み替え、アパート経営、すそ野の広がりのある

仕事が山積している話をされて私も同感致しまし

た。

　オーナーの資産を守るだけでなくそこに住む人

の命と財産を守る表面には、出ずらい縁の下の力

もちの仕事だと確信しました。

　今年も昨年同様、開業支援セミナー、新規入会

会員確得のため看板の取付け、テレビCM、ホーム

ページに力を注ぎ業界NO１をめざし続けます。

　宅地建物取引士という名称に変わり満５年とな

りますが、名称以上にインパクトが大きかったの

は、改正法で新設された15条「宅建士は購入者な

ど利益の保護に資するよう公正かつ誠実に事務を

行わなければならない」とされ、15条の２「宅建士

はその信用または品位を害するような行為をして

はならない」とされ、その行為は職務として行な

われるものに必ずしも限らず私的行為も含まれる

と解釈までついてます。

　なぜこの２つの規定が重要かといえば「囲い込

み」など会社の営業方針や個々の業務について指

示や消費者（購入者や売主）の利益に反するもし

くは宅建士として職業倫理に反する考えのときは、

宅建士は法律上それを拒否しなければならないこ

とになったからです。

　今年も４月１日から「民法の一部を改正する法

律」が施行されます。この改正では契約に関する

ルールを中心に民法の債権関係の分野について全

般的な見通しがされています。研修会においても

会員のさらに巾広い知識を身に付け倫理意識の更

なる向上とお客様の信頼確保と社会的地位向上を

目指して活動を行っていきたいものです。
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令和元年度 宅建協会周南支部 親睦旅行日記
総務委員　兼 子 照 章

去る10月３日～５日、周南支部親睦旅行に二泊三日
で行ってまいりました。今回は城

き の

崎
さ き

温
お ん

泉
せ ん

、天
あまの

橋
は し

立
だ て

めぐり
です。25名のご参加いただいた皆様ありがとうござい
ました。       
　今年は、事前の天気予報で観光先での台風の接近が予
測されておりましたが、多少風が強い時もありましたが、
道中傘を持ち歩くこともなく、支部の皆様の強運!?をま
たしても感じさせられました。 

初日は、新神戸駅よりバスにて北上し、途中出
い ず

石
し

蕎
そ

麦
ば

で舌鼓、鞄の町富岡を散策し、城崎温泉宿泊です。城崎
温泉の中央を流れる大谿川と柳並木、街の温泉をはしご
しながらお散歩出来ました。毎度十分お腹を空かせた夜
は、恒例の大宴会とカラオケ大会でした(笑)  
　二日目は、観光組とゴルフ組に分かれ、今年は私はゴ
ルフ組に参加させていただきました。   
　今回行った久

く

美
み

浜
は ま

カンツリークラブは絶景のシーサイ
ドコース。当日は台風の吹き返しに合い、難易度が倍増
でした。特にoutコースは、養殖いかだを眼下に見下ろ
し海越えしていくホールがあったり、落としどころの狭
いフェアウェイ、そして台風の風。似非ゴルファーの私
と的場さんは、景色やコースを楽しむ余裕は無く、突然
現れた野生の鹿にも散々馬鹿にされ、笑いと言い訳しか
出てきません(涙)      
　優勝はニッセイ地所西岡社長、準優勝はエルクホーム
ズ清水常務、三位は木本商事木本専務。もう流石としか
言いようがありません。優勝予想のゲームはもちろんド
本命！力の差が出過ぎです(笑)    
　観光組は城崎マリンワールド、舞

ま い

鶴
づ る

引
ひ き

揚
あ げ

記念館とこち
らも有意義な時間を過ごされたとの事。その後皆で合流
し、天橋立を見ました。ロープウェイで登った傘松公園
から望む天橋立は感動的でした。    

　膝やら腰の悪い人たちも懸命に股のぞきをする姿に笑
いがこぼれます。ほんとに昇竜は見えたんでしょうか？ 
　翌早朝、日の出とともに天橋立をお散歩してみました
が、海では昔ながらの漁が行われていたり、シーカヤッ
クが見れたり、歌人与謝野晶子が何度も通った気持ちも
少し分かりました。     
　最終日は、釣りバカ日誌をはじめ沢山の映画でお馴染
みの伊根の舟屋。遊覧船で伊根湾と舟屋をみました。昔
ながらの風景に思いをめぐらせておりますと、やけにう
るさい鳥の鳴き声。みんな遊覧船に集まる海鳥に、餌の
かっぱえびせんを投げて大盛り上がり。そっちかーいっ
て突っ込まれそうでしたが、皆楽しそうでよかったです。 
　最後は、貸切りの「京丹後鉄道くろまつ」で絶景を見
ながら超豪華ランチとワイン飲み放題。贅沢な時間が流
れました。

大変お忙しい仕事の日々を送られている皆様に、自然
と笑顔や笑いが溢れ、また参加したいなと思える今回の
親睦旅行でした。      
　来年の親睦旅行も正会員様、従業員様、老若男女皆様
のご参加で、もっともっと楽しい親睦旅行が出来る様、
奮ってご参加いただきますよう宜しくお願い致します。

 新入会員のご紹介

　はじめまして、ハウスドゥ！周南城ケ丘店、株式会社
田村ビルズの森田と申します。弊社では売買仲介を中心
に、買取再販やリフォーム事業も行っております。弊社
の中でも若いメンバーが集まる店舗ではありますが、そ
の若い力を精一杯発揮して、周南市の宅建協会はじめ、
不動産業界に貢献できるよう精進して参ります。お力に
なれることがありましたら、ぜひご相談ください。これ
からどうぞ宜しくお願い致します。

株式会社　田村ビルズ周南城ヶ丘店
店長　 森田　将剛
〒745-0807　
周南市城ヶ丘1-2-32
TEL 0834-34-1107　FAX 0834-34-1108
国土交通大臣(1)第9501号

　11月より新規会員に登録頂きました、タマホーム周
南営業所の岡村と申します。
　弊社は注文住宅を中心に販売活動を行っておりました
が、今年より建売にも力を入れる事になりました。健全
な取引を通じて、周南エリアの発展に寄与できるように
尽力致します。
　今後とも宜しくお願い致します。

タマホーム株式会社周南営業所
店長　 岡村　邦彦
〒745-0801　
周南市久米2892-3
TEL 0834-36-0330　FAX 0834-36-0335
国土交通大臣(4)第6857号
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第３回情報交換会開催
業務委員長　松 前 康 宏

　令和元年９月19日第３回情報交換会を開催し、出席
者は24名でした。
　塩田支部長より、「山口県建物状況調査（インスペク
ション）等促進補助金について」及び「Weｂ版既存住宅
価格査定マニュアルについて」と題してご説明して頂き
ました。
　参加された会員の皆さんは、消費者の方々にとってた
めになる補助金制度のため真剣に傾聴されていました。
そして、既存住宅の査定マニュアルがあることを知らな
い会員の方も多数いらしたため、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。

新年のご挨拶
岩国支部長　塩 田 博 志

　令和となって初めて迎える新年。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、周辺諸国との不協和音や、広
く本州を襲った甚大な台風被害など、重い話題も多い
中、平成から令和へと時代は移り、10月には天皇陛下
の即位式が厳粛に行われました。日本初開催となったラ
グビーワールドカップではONE TEAMのスローガンのも
と日本代表の活躍に大きな感動を受けました。今年開催
の東京オリンピックもこの勢いに乗って日本選手の素晴
らしい活躍につながればと祈念するところです。
　さて業界に目を転じますと、本年4月、我々の業界の
基本となる民法が、およそ120年ぶりに大改正されま
す。賃貸借契約における保証人の極度額設定。売買契

約における『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ
の変更やそれに伴う売主への追完請求など、実務に大
きな影響を与える内容となっています。インスペクショ
ンや瑕疵保険を軸にした既存住宅流通促進。空き家や
所有者不明地問題。高齢者や外国人など、増加する居
住要配慮者への対応など、様々な課題や問題が業界を
取り巻いておりますが、会員の皆様と一致団結し、と
もに学習し、ともに高め合い、消費者からの更なる信
頼へと繋げていきたいと考えております。
　本年の干支は『庚子』́ 相手を強める影響をもたら
し、変化が生まれる状態、新たな生命がきざし始める
状態´という意味合いがあるそうです。支部長就任以
来発信を続けております、次世代への橋渡しという命
題にはもってこいの干支ではないでしょうか。協会の
運営を未来に向けてより一層強固にすべく、これまで
と変わらぬご支援を賜ります様どうぞよろしくお願い
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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　天皇皇后両陛下の即位祝賀パレードがおこなわれた大
変おめでたい日でもある11月10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4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
岩国国際観光ホテルの大広間において開催しました。　
　
　大変喜ばしいことに、過去のパーティーにおいて成立
となったカップル１組が実際にご結婚まで至ったことも
あり、今年度は例年以上に真面目な出会いの場を提供す
ることを念頭に、協会員からの紹介による参加者割合を大
幅に増やす方向性で応募を募りましたが、例年通り男女と
も募集人数を超える多数のお申し込みをいただき、当日は
男女各23名、計46名のご参加を賜ることが出来ました。
 
　会の進行は、塩田支部長からの開催の挨拶、お見合い
トークタイム、ビュッフェバイキングによるお食事タイ
ム、その後のフリータイムと例年通りの流れを踏襲しま
したが、地域貢献の趣旨にご賛同頂いた岩国国際観光ホ
テル様からのご厚意による素晴らしい会場やお食事のご
提供、また今回から定めた男性陣のジャケット着用のド
レスコードルールなどにより、とてもフォーマルな雰囲
気のなかで参加者の皆様に自由にご歓談いただくことが

出来たと思います。
また裏方を務めた協会員スタッフ全員の細やかな気配り
や頑張りにも支えられ、無事盛況のうち終えることが出
来ました。
 
　とはいえまだ改善すべき反省点や課題など多々ありま
したが、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、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。
 
　そして肝心のカップルは、なんと6組、計12名、成約
率で云えば26%と非常に高いカップル成約率で会を終え
ることが出来ました。不動産取引の成約率を考えれば、
これは驚異的な数字です。（笑）
 
　また、主催した我々自身にもとても楽しい会でした。
次年度も開催することがあれば、ご参加頂く未婚の方々
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、より一層素晴らしい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。

第４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

 新入会員のご紹介
株式会社　未来家
代表取締役　　梅村　翔子

〒740-0034　岩国市南岩国町１丁目24-１
TEL：0827-31-3355　FAX：0827-31-3455
山口県知事(１)第3679号

　この度、山口県宅建協会岩国支部に入会をさせていただきました株式会社未来家（ミライエ）の梅村
と申します。
　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。
　弊社は12月12日より、ゆめタウン南岩国にてセンチュリー21㈱未来家として営業を開始いたしました。
　今後とも皆様よりご指導、ご鞭撻いただき、宅建協会ならびに地域社会に貢献できるよう尽力して
まいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 柳井 (1)3674 ㈲横山建設 横山　誠治

2 下関 (8)2128 緑都開発㈱　下関駅前支店 木村　哲二

3 山口 (1)3676 Kuraso　Yamaguchi（同） 栗山　伸二

4 山口 (1)3678 ㈱エムズプランニング 松木　伸司

5 周南 大(1)9501 ㈱田村ビルズ　周南城ヶ丘店 森田　将剛

6 周南 大(4)6857 タマホーム㈱　周南営業所 岡村　邦彦

7 岩国 (1)3679 ㈱未来家 梅村　翔子

8 下関 (1)3682 岩崎総合不動産 岩崎　俊輔

9 下関 (1)3670 （一社）山口県公営住宅管理協会 林　　成吉

10 山口 大(1)9633 ㈱ＬＩＭ　山口店 安部　大介

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 山口 (12)967 ㈲アドレ・エステート 杉田　茂樹

2 山口 (8)1994 ㈲友住宅 國友　武記

承　　継

1 宇部

理由：個人→法人

宮本　政志旧 (4)3087 ゆうき不動産

新 (1)3680 ゆうき不動産（同）

入　退　会　等

協 会 の 動 き
9月

5 木 山口県居住支援協議会事業説明会 於 防府 出席者18名

6 金
第１回公益法人移行検討特別委員会 於 会館 出席者11名

第３回総務委員会 於 会館 出席者13名

10 火 第４回業務委員会 於 会館 出席者11名

20 金 第３回法務委員会 於 会館 出席者６名

22 日 柴田茂德氏黄綬褒章受章記念祝賀会 於 兵庫 上原

24 火 第２回情報提供委員会 於 東京 上原

27 金 第１回山口県不動産研修会 於 山口 出席者143名

10月

8 火 第４回ビジョン策定ワーキング
グループ 於 会館 西村

10 木 自民党宅建議員連盟幹部会 於 東京 上原

11 金

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24名

14 月 橋場寛氏黄綬褒章受章祝賀会 於 青森 上原

16 水
自民党山口県連　政策聴問会 於 山口 上原、林、西村

中島

試験監督員説明会 於 会館 出席者80名

20 日 宅建試験 於
下関
防府
周南

出席者94名

21 月 全宅連第３回人材育成委員会 於 東京 上原

23 水 令和元年度宅地建物等対策議員連
盟・全国宅建政治連盟合同総会 於 東京 上原

24 木 第１回意見交換会（周南エリア） 於 周南 出席者29名

10月

27 日
自民党山口県連　政経セミナー 於 山口 尾村

自民党山口県連　意見交換会 於 山口 上原、林

29 火

第３回総務委員会 於 会館 出席者12名

第１回意見交換会（防府エリア） 於 防府 出席者25名

第８回職場改善特別委員会 於 会館 出席者９名

11月

1 金 山口県居住支援協議会事業説明会 於 宇部 出席者29名

4 月 草間時彦氏黄綬褒章受章祝賀会 於 神奈川 上原

6 水 第３回全宅連西日本地区指定流
通機構協議会活性化会議 於 徳島 上原、中島

8 金

正副会長・総財委員会合同会議
（政治連盟） 於 東京 上原

令和元年度新規免許業者研修会 於 会館 出席者30名

全宅管理第１回支部協議会 於 東京 主計

13 水 第１回開業支援セミナー 於 会館 出席者18名

15 金 令和元年度上期監査会（政治連盟） 於 東京 上原

16 土 江島潔参議院議員就任祝賀式 於 山口 尾村

19 火 中間監査 於 会館 出席者９名

21 木
第５回業務委員会

於 会館
出席者11名

全宅管理山口県支部第１回支部
研修会 出席者38名

24 日 北村経夫参議院外交防衛委員長
を激励する会 於 山口 尾村

25 月 第５回総務委員会 於 会館 出席者13名

26 火
全宅保証第２回理事会

於 東京 上原
全政連第２回役員会

27 水 全宅管理第２回理事会 於 東京 主計

28 木 山口県宅建協会ゴルフコンペ 於 宇部 出席者42名
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周南支部

　先日、元周南支部長の池
田周太氏がお亡くなりに
なった。数年前の五郎丸孝
士氏と共に貴重な方を失っ
た。生前大変お世話になっ
たが、両氏の不動産業界及

び宅建協会の将来を見据えた思いは大変強いものがあっ
た。その思いを私は忘れることは無いだろう。さて先日、
経済誌に気になる記事が載っていた。一般的に整骨院と
言われる業界についてだ。私は通院した事は無いが、整
体やマッサージ等で利用した方もあるだろう。そこで施
術される整体やマッサージは健康保険が使われる事が多

いらしいが、そこへいよいよ厚生労働省のメスが入る様
だ。本来、健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、
捻挫等の外傷の場合のみで、それ以外の肩こりやマッ
サージなどは健康保険を適用してはならないが、不正と
知りながら保険を適用している場合も多いようだ。中に
は患者に、保険を使って施術できる様に言い訳や申告の
仕方をレクチャーしている場合もあると記事にはあっ
た。グレーゾーンというより、これはアウトだ。
　省みて私達の業界はどうだろうか？グレーゾーンとい
うのは世の中いろいろ有ると思うが、そこにメスが入る
時代だ。両氏であれば今後の業界をどう導くだろうか？
ご冥福を祈る。

周南支部　島　津　和　典

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

回天記念館／周南市
　周南市にある大津島の回天記
念館は、旧回天搭乗訓練員の宿
舎跡に建てられました。回天と
名付けられた兵器は、天を回ら
し戦局を逆転させるという願い
を込めて太平洋戦争末期に開発
された人間搭乗型の魚雷です。
魚雷に大量の爆薬を搭載し、自
らが操縦して敵の戦艦に体当た
りするという特攻兵器で、海の
特攻とも呼ばれています。航空
機による神風特攻はよく知られ
ていますが、人間魚雷回天は当

時から極秘扱いとされ、隊員の家族にも一切知らされていな
かったようです。記念館内には、特攻兵器である回天のレプ
リカ、魚雷内部の構造が展示されています。戦死した搭乗兵
はほとんどが二十歳前後の若い兵士で、中には17歳で命を落
とした兵士もいます。館内にはその戦死者の写真や手記、手紙・
遺書が数多く飾られ、両親や妻に宛てた手紙の内容には、祖
国の為に命を捧げることが男子の誉れとされる戦時中の思想
を見ることができ、彼らの心情と覚悟が見る人の心を強く打
ちつけてきます。祖国のために死ぬべく訓練を受け散っていっ
た人達は、平和になった現在の日本をどのように見つめてい
るでしょうか。
　アクセスはJR徳山駅みなと口を出て徒歩5分程度で徳山港
の大津島行き船乗り場に行き、徳山港から大津島の「馬島」ま
で巡行高速船で約25分です。馬島港からは記念館まで徒歩10
分程度。ぜひとも一度はご家族で足を運んでいただきたいス
ポットです。

回天記念館ホームページ（周南市）
https://www.city.shunan.lg.jp/site/kaiten/
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