
一般社団法人  山口県宅地建物取引業協会｜会報誌｜一般社団法人  山口県宅地建物取引業協会｜会報誌｜

建宅
2020.４

VOL.214

http://www.ymg-takken.or.jp

佐波川沿いの芝桜／防府支部

祝　上原会長　令和元年秋の黄綬褒章受章 …………  2

令和２年度税制改正大綱 ………………………………  3

令和元年度第２回山口県不動産研修会報告 …………  6

全宅管理協会山口県支部タウンミーティング報告……  7

県住宅課よりお知らせ …………………………………  8

あそしあ広告 ……………………………………………  9

アーネット広告 …………………………………………  10

祝　上原会長　令和元年秋の黄綬褒章受章

令和２年度税制改正大綱

令和元年度第２回山口県不動産研修会報告

全宅管理協会山口県支部タウンミーティング報告

県住宅課よりお知らせ

あそしあ広告 ……………………………………………  9

アーネット広告 …………………………………………  10

■

■

■

■

■

■

■

ジャパン広告……………………………………………… 11

支部だより ……………………………………………… 12

全宅保証からのお知らせ ……………………………… 26

ろうきん広告 …………………………………………… 26

法定講習会のご案内 …………………………………… 27

最近の判例から ………………………………………… 28

入退会等・協会の動き …………………………………… 31

…………  2

………………………………  3

…………  6

……  7

…………………………………  8

あそしあ広告 ……………………………………………  9

アーネット広告 …………………………………………  10

…………  2

………………………………  3

…………  6

……  7

…………………………………  8

あそしあ広告 ……………………………………………  9

アーネット広告 …………………………………………  10

ジャパン広告ジャパン広告

支部だより ……………………………………………… 12支部だより ……………………………………………… 12

全宅保証からのお知らせ ……………………………… 26全宅保証からのお知らせ ……………………………… 26

ろうきん広告 …………………………………………… 26ろうきん広告 …………………………………………… 26

法定講習会のご案内 …………………………………… 27法定講習会のご案内 …………………………………… 27

最近の判例から最近の判例から

入退会等・協会の動き …………………………………… 31入退会等・協会の動き …………………………………… 31

■

■

■

■

■

■

■

Ｉ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ ＸＩ Ｎ Ｄ Ｅ Ｘ



　一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会　上原会長が全宅

連、全宅保証、都道府県協会の推薦で、令和元年11月３日に黄

綬褒章の受章の栄に浴されました。

　黄綬褒章の伝達式は12月17日にめでたく執り行われました。

　この度の受章は、山口県宅地建物取引業協会にとっても大変

名誉でおめでたい受章であります。

　こころよりお祝い申し上げます。

　上原会長は、昭和57年11月に上原不動産を創業して以来、37年

にわたり業務に精励し、社会に奉仕するとともに、山口県内における住環境の向上に努め

られ、自己を犠牲にして業界の発展に寄与した功績はきわめて顕著であります。

　上原会長は、平成６年５月から社団法人山口県宅地建物取引業協会「理事」を務め、現

在26年目となっております。平成14年〜24年に「下関支部長」を務め、その間「常務理事」、

「副会長」、「法務委員長」、「業務委員長」を歴任し、平成26年〜28年には再度「副会長」そ

して、平成28年５月に「会長」に就任しました。

　現在も一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会の会長及び公益法人　全国宅地建物取

引業協会連合会の役員としての多忙な職務を全うし、数々の功績を掲げ、適正な協会運営

の舵取り役としてご尽力されています。

　今回の受章は上原会長のその温厚篤実な人格を買われ、他者多数よりの強い推薦を受け

ての受章であります。

　今後も健康に留意され、益々のご活躍を期待するとともに

祈念致します。

　おめでとうございました。

祝   上原会長祝   上原会長
令和元年秋の黄綬褒章受章令和元年秋の黄綬褒章受章
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１．低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置（100万円控除）の創設

　人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の

譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保

有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されます。

特例措置の概要

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、

長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置

◆ 低未利用地であること及び買主に当該物件を利用する意向があることについて、市区町村の確認が

必要になります（低未利用地の定義や市区町村の確認の手続きの内容については、今後詳細が明ら

かになります）。

◆ 更地のみではなく空き家等の建物を有する場合についても対象となる予定です。

◆ 適用期間は、土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行日または令和２年７月１日のいず

れか遅い日から、令和４年12月31日までとなります。

〔土地を売らずに低未利用地

　　　　　（空き地・空き家）として放置〕

２．住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置

　住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が２年間（令和

４年３月31日まで）延長されます。

（住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率）

所有権の保存登記  0.4％ ➡ 0.15％

所有権の移転登記  2％ 　➡ 0.3％

抵当権の設定登記 債権金額の0.4％ ➡ 債権金額の0.1％

令和２年度税制改正大綱のポイント

・店舗、事務所、移住者等の居住等の利用

・隣地所有者等による利活用etc. 
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３．新築住宅に係る固定資産税の減額措置

　新築住宅に係る固定資産税を３年間（マンションについては５年間）２分の１に減額する特例措置の

適用期限が２年間（令和４年３月31日まで）延長されます。

（新築住宅に係る固定資産税の減額措置）

・ 一般の住宅：３年間　税額１／２減額

・ マンション：５年間　税額１／２減額

４．宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期

間要件を緩和する特例措置

　不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が２年間（令和４年３月31日まで）延長されます。

　新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築から１年（本則6 ヶ月）を経過した日とす

る不動産取得税の特例措置

　⇒ 適用期限を令和４年３月31日まで延長

　新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を３

年（本則２年）とする特例措置

　⇒ 適用期限を令和４年３月31日まで延長

５．特定の事業用資産の買換え等の場合の課税の特例

　10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲

渡益について、80％（一部75％・70％）の課税繰延べを認める特例措置が３年間（令和５年３月31日ま

で）延長されます。

⑴地方（東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域）→東京23区への買換え：70％

⑵地方→首都圏近郊整備地帯等（東京23区を除く首都圏既成市街地、首都圏近郊整備地帯、近畿圏既

成都市区域、名古屋市の一部）への買換え：75％

⑶上記⑴及び⑵以外の買換え：80％ 

買換資産

※資材置場等は除く

譲渡価格

譲渡益

取得費

80％

20％

取得価格

圧縮

簿価

10年超の土地、
建物等

国内にある300㎡以上の
土地（※）・建物等

譲渡資産

課税繰延

課税

4



６．その他の特例措置の期限延長

　不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目

　　●居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（所得税、個人住民税）

　　・・・令和３年12月31日まで２年間延長

　　● 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（所得税、個人住民税）

　　・・・令和３年12月31日まで２年間延長

　　● 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税、個人住民税）

　　・・・令和３年12月31日まで２年間延長

　　● 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置（登録免許税）

　　・・・令和４年３月31日まで２年間延長

　　● 工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置（印紙税）

　　・・・令和４年３月31日まで２年間延長

　　● 既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る特例措置（固定資産税）

　　・・・令和４年３月31日まで２年間延長

　　● 法人および個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置（所得税・法人税等）

　　・・・令和５年３月31日まで３年間延長

　　● 認定長期優良住宅に係る特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資産税）

　　・・・令和４年３月31日まで２年間延長

　　● 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税、法人税、

個人住民税、法人住民税）

　　・・・対象事業を一部見直しの上、令和４年12月31日まで３年間延長

参考情報　配偶者居住権の創設を踏まえた所要の措置について
　令和２年４月１日より施行される民法の一部改正により、「配偶者居住権」が創設されることに伴い、譲

渡所得の取扱いについて一定の措置が講じられます。

※ 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配

偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利のことをいいます。遺産分割における選択肢の一つ

として、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとなるほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配

偶者居住権を取得させることができることになります。

注意：本内容は、令和２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。
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令和元年度第２回山口県不動産研修会報告

　令和２年２月７日㈮　山口市湯田の
ホテルニュータナカにおいて、令和元
年度第２回山口県不動産研修会が行わ
れました。
　清水法務委員長の司会で、林副会長
の開会の辞に続き上原会長が挨拶をされ
たのち、いよいよ講義が始まりました。
　今回は本年度４月に施行される民法
改正に伴い、「改正民法（債権法関係）に
対応した全宅連版売買契約書・建物賃
貸借契約書の解説」というテーマで深沢
綜合法律事務所・弁護士柴田龍太郎様
を講師にお招きし、講義をしていただ
きました。
　いよいよ待ったなしとなった４月の
施行前の研修とあって、３部とも同じ
テーマでの内容となりました。売買契
約時における「契約不適合責任」や賃貸借契約時における「個人の根保証の極度額の定め」等、私たちの日常の
業務に大きく関わってくる内容の改訂ということで、出席者の皆様はいつも以上に熱心に研修を受けておられ
たように見受けられました。また出席会員数も284社・351名と今回は各支部よりかなり多くの皆様に参加をい
ただきました。
　ただ事務局の予想を大きく超える出席会員数でございましたので、駐車場や会場の席の確保、また研修用レ
ジュメ等がかなり不足してしまいました。せっかく参加された皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけす
る結果となりましたことを書中ながら深くお詫び申し上げます。

法務委員　松 尾 泰 治

柴田弁護士

プログラム
令和２年２月７日（金）13：30〜16：30
ホテルニュータナカ　　２階｢平安の間ＢＣ｣

司会　　　　 清水法務委員長

倫理綱領唱和
開会の辞　　 林副会長

主催者挨拶　 上原会長

研修

第１講　13：40〜13：55
演　題　『改正民法（債権法関係）に対応した全宅連版売
買契約書・建物賃貸借契約書の解説　第一部』
講　師　深澤綜合法律事務所　弁護士　柴田　龍太郎　氏

第２講　14：00〜15：00
演　題　『改正民法（債権法関係）に対応した全宅連版売
買契約書・建物賃貸借契約書の解説　第二部』
講　師　深澤綜合法律事務所　弁護士　柴田　龍太郎　氏

第３講　15：10〜16：10
演　題　『改正民法（債権法関係）に対応した全宅連版売
買契約書・建物賃貸借契約書の解説　第三部』
講　師　深澤綜合法律事務所　弁護士　柴田　龍太郎　氏

質疑・応答

閉会の辞　　主計副会長
会場図
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全宅管理協会山口県支部タウンミーティング報告

　全宅管理（一般社団法人全国賃貸不動産管理業
協会）は、公益社団法人全国宅地建物取引業協会
連合会の会員で構成される組織です。賃貸借契約
管理業務に特化した団体でその数は日本最大です。
全宅管理は　「住まう」に、寄り添う。　をスロー
ガンに掲げ、会員に対し賃貸不動産管理業務に関
する各種研修の開催、最新の情報の提供、ハトマー
ク支援機構と連携した業務支援ツールの提供等を
行っています。
　令和元年11月21日、全宅管理　佐々木　正勝会
長をお迎えし全宅管理山口県支部の研修が行われ
ました。研修内容は、タウンミーティング（グルー
プディスカッション）です。このタウンミーティ
ングは全国の支部で行われ会員から大変好評を頂
いている研修です。主に、会員間の情報交換、問
題意識の共有、親睦交流が目的です。
　この度テーマに掲げましたのは次の４つです。
　① 今後さらに加速する、高齢者入居にどう対

応していく？高齢者単身の孤独死を発見した
らどう対処すべきか？

　② 民法改正に際して、故障した備品に関する適
切な対応は？（給湯器・エアコンが故障した
場合、入替？修理？等）

　③ 民法改正により敷引契約はどうなる？契約更
新の際の連帯保証人はどのように取り扱われ
るか？

　④ 消防点検等法令に基づく点検をオーナーが怠っ
た場合、管理業者はどこまで責任を負うか？

　１グループ７人〜８人構成の６グループで各テー
マ約15分議論を行いました。その後、各グループの
代表が議論結果を発表しました。最後に、佐々木会
長によるご自身の経験も踏まえた解説、講評をして
頂きました。
　各社の考え方、経験談、解決策が色々と聞けて
大変役に立った、早速、自社で取り入れていくと
様々なご意見をもらい、好評裏に閉会しました。
次年度も、タウンミーティングを行う予定です、
引き続き全宅管理山口県支部にご協力お願いしま
す。最後に、タウンミーティング後山口県支部の
会員が増加しています。本当に有難うございます。

副会長　主 計 龍 雄

7



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
45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

35（20） 10（4⎠ 0（0⎠ 45（24⎠ 14（5⎠ 3（1⎠ 0（0⎠ 17（6⎠

　≪違反の内訳≫　※１業者に複数件違反があるため、上記業者数と一致しない。
　　・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……３件
　　・帳簿の備付け義務違反…………２件　 ・本人確認義務違反…………………８件
　　・重要事項説明書の一部不備……０件　 ・37条書面の一部不備………………４件　
　　・指指定流通機関への登録義務違反（登録証不交付含む）……………０件
　　・その他……………………………７件
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下関shimonoseki

令和2年新年会
　令和２年１月14日㈫18時30分より、シーモールパレ
スに於いて下関支部新年会が開催されました。
　今年も例年のようにご来賓、協力企業、会員等合わ
せて125名もの方々にご参加いただき盛大な会となり
ました。
　白川副支部長の開会宣言でスタートし、林支部長挨拶
の後、昨年秋の黄綬褒章を受章された上原県本部会長に
花束が贈呈され、今年のスローガンで新しい時代の幕開
けを意味する「一新紀元」が紹介されました。引き続き
ご来賓の方々のご挨拶を頂戴し、祝吟「宝船」を株式会
社宮﨑産商 宮﨑 美笑子 様に吟じていただきました。
　山口県司法書士会 下関支部 支部長 中田 由紀子 様の
音頭で乾杯の後、宴が始まりました。

　今年の余興は「choir SPIRITS」という女性グループに
よるゴスペルで、美しいハーモニーに皆さん酔いしれた
後、お楽しみのくじ引き大会が始まりました。豪華な物
からそうでない物？まで色々な賞品を用意し皆さんに楽
しんでいただきました。
　名刺交換をしたり、仲の良い方同士で談笑したりと皆
さん思い思いに楽しい時間を過ごされていましたが、時
間はあっという間に過ぎ閉会となりました。
　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。

令和元年度第２回支部研修会

　令和元年12月20日㈮午後１時30分より下関リサイク
ルプラザ３Fの第２研修室にて、第２回支部研修会が開
催されました。
　第１講は下関市消防局 予防課主査 消防司令 麻生泰弘
様に「建築基準法一部改正に伴う消防法の規定の注意点
について」のお話を頂きました。
　建築基準法の改正により用途変更による必要な措置や
申請方法の確認など、その他危険防止に係る講義で、お
互い少しでも安全・安心に不動産売買・賃貸が出来るよ
うに構想中で、今後下関消防局と宅建協会とで情報共有
が出来るようになりたいとのお話を頂きました。
　第２講は全宅連のDVDでWEB視聴研修「改正民法に対
応した全宅連版売買契約書の解説」を視聴しました。

　今年の４月１日
より約120年ぶりに
債権法といわれる
部分を抜本的に見直すもので、社会経済の変化への対応
を図るためにルールを変更し条文上も明確にし、読み取
りやすくするものです。
　弁護士の柴田龍太郎様が講師として説明されていて、
手付解除・危険負担・債務不履行による損害賠償や契約
解除・瑕疵担保責任に関する規定の見直しなどを分かり
やすく勉強することができました。
　１・２講共に有益なお話で、会員の皆様も大変参考に
なった研修会になりました。

法務副委員長　木 下 史 晶
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支 部 だ よ り

令和元年度第３回支部研修会
法務副委員長　福 田 忠 史

　令和２年１月21日㈫下関市リサイクルプラザ第２研修
室にて、第３回支部研修会を開催いたしました。
　第１講では、山口県庁土木建築部住宅課 主査 仲子 裕
也様を講師としてお招きし「宅地建物取引業と人権問
題」について講演していただき、宅建業者は常に基本的
人権の尊重を十分に理解し認識することの重要性を学び
ました。

　第２講では、弁護士　佐藤 貴美様を講師としたＤＶＤ
の映像を元に「改正民法に対応した全宅連版賃貸借契約
書」について学びました。
　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寄せください。

第３回ハトマークカップ少年サッカー大会
情報提供委員長　清 水 謙 治

　今年で第３回を迎えましたハトマークカップ少年サッ
カー大会が、１月25日・26日の両日に乃木浜総合公園
において無事に開催されました。勝山サッカースポーツ
少年団の全面協力のもと、(一社)山口県宅地建物取引業
協会・下関市・下関市教育委員会の後援を頂き開催する
ことが出来ました。担当委員長として心から感謝申し上
げます。
　当日の天気予報は、大雨警報が出ていまして、開会式
は取りやめようかとさえ話が出ていました。土砂降りの
雨の中、子供たちを整列させるのはいかがなものかと思
われてみんなで思案しました。ところが皆さんの日頃の
行いが良いせいか、２日間共大した雨が降らずに本当に
助かりました。
　今年も32チームの参加をいただき、遠くは大分県か
らの参加もあり、見ていて小学生とは思えないほど素晴

らしいプレー・激戦が繰り広げられました。総合優勝の
Futuro FCの皆さんをはじめ、とても感動させていただき
ました。レベルの高さにも驚きましたが、全国レベルは
こんなものでは無いとの話に、サッカー人気の高さを実
感しました。林支部長のご紹介で坂本看護師さんに２日
間共待機していただきましたが、何事もなく終えること
が出来て、関係者一同良かったと安堵しました。
　これからもこの大会を続けていけるようにみんなで頑
張っていきたいと思います。担当の、情報提供委員会や
法務委員会の各委員と事務局に委員長として心から感謝
するとともに、懇親会を盛り上げて頂いた宅建本部上原
会長、ありがとうございました。そして、勝山サッカー
スポーツ少年団の菅監督のご協力とご尽力に、これから
もよろしくお願いしますと感謝を込めさせて頂き報告を
終わります。
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下関shimonoseki

岡山研修旅行
総務委員　岡 　智 玄

　令和元年12月３日、宅建協会下関支部は研修旅行と
して岡山県真庭市にあるバイオマスツアーに行ってまい
りました。バイオマスって・・・と聞きなれない言葉では
ありますが簡単に説明すると化石燃料以外の生物資源を
利用することを意味しており、木材や家畜の糞尿、生ご
み、廃油等を利用して発電を行う事をバイオマス発電と
いうそうです。
　今回訪問した真庭市のバイオマス発電は主に地域特産
である豊かな森林からの加工廃材等を利用した木質バイ
オマスを地域全体で取り組んでおられるとの事でした。
ツアー工程としてはバイオマス事業の説明、廃材の収集、
収集材の加工（チップ化）、そして発電所と廃木材が電

気エネルギーとして生まれ変わるまでの流れに沿ってと
ても分かりやすいものでした。真庭市役所の玄関には木
製のオブジェのような庇、木製チップボイラを利用した
熱利用冷暖房と地域の事業として町全体がバックアップ
していることもよく理解できました。
　私の一番の驚きは、この事業自体が1992年に当時20
代〜40代の真庭市の未来を真剣に考える地元の方々が

「21世紀の真庭塾」という組織を立ち上げ、約30年とい
う長い歳月をかけて一つの事業を成し遂げた事でした。
　改めて人と人のつながりや思いの強さの大切さを痛感
することができた研修旅行になりました。
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柳井yanai

令和元年度第２回支部研修会
　令和２年２月27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令和元年度第２回支部
研修会が開催されました。当日は37名の方が出席されま
した。
　第１講は、令和２年４月１日より施行されます改正民
法（債権法）について、弁護士法人あさかぜ法律事務所
より、吉岡　誠弁護士と森　亮介弁護士をお招きし、こ
の度120年ぶりの大幅民法改正に伴い契約書の書き方や

改訂ポイントなど不動産業への影響など非常に解り易く
ご講演頂きました。
　第２講は、㈱アーネット　福岡支社　営業部の北原　
伸一氏より、家賃不動産収納管理業務についてのご案内
をして頂きました。
　家賃遅延が発生している様々なケースや家賃トラブル
の解決ポイントをご説明して頂きました。
　次回もより多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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宇部ube

第２回宇部支部研修会
法務委員長　木 原 隆 一

　令和２年１月16日㈭宇部市文化会館にて、令和元年度
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「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、講師は、弁護士法人清水
法律事務所　弁護士　清水秀俊様より、今、私達にとっ
てもっともホットな話題である民法改正について、120
年間も抜本的な改正の無かった民法が、なぜ今、改正が
行われたかという根本的なお話から始まり、より具体的
な不動産賃貸への影響、不動産売買への影響、そして私
達が最も気になる民法改正への対策について、詳細にか
つ分かりやすくお話頂きました。
　第２講は演題「入居対策サービス　アパートWi-Fi」と
題し、講師は株式会社バッファロー・IT・ソリューショ
ンズ　営業本部　営業部　西日本エリア　西日本営業所　
九州出張所　チームリーダー　小村知範様より、賃貸入
居者によるインターネット無料設備の需要や、その設備
が注目されている理由、また実際に取付する様々な商品

タイプの説明をお話し頂きました。最近では防犯カメラ
機能も付いているとの事で、受講者の皆様も大変興味あ
る様子でした。
　第３講は演題「哲学で発想を変える方法ついて」と題
し、講師は山口大学国際総合科学部教授　小川仁志様よ
り、なんだか気難しくあまりなじみの無いと思われてい
る哲学であるが、その実、自分が持っている枠組みを超
えて考える思考方法であり、これはビジネスにとって非
常に有益な思考方法である事をお話し頂きました。私達
が持っている哲学のイメージが大きく変わったのではな
いでしょうか。
　何かと興味深いお話の多かった令和第２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１講
の民法改正については、活発な質疑応答が行われ、何度
も質問される会員様もいらっしゃるほどの盛況でした。
熱気に満ちた研修会の様子から、会員の皆様の更なる飛
躍が期待できる研修会でした。

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．中尾友紀子　　㈱ビクシガル 専任取引士変更
　２．和田　浩義　　㈱ＳＥＳ　　　　　　　代表者変更
　３．中村　雅幸　　㈱東武住販宇部店 支店代表者変更

○退会者（正会員）
　１．松村　陽子　　㈱ビクシガル 専任取引士変更
　２．今田　教次　　㈱東武住販 
 おのだサンパーク店　　　支店廃止
　３．小林　克三　　㈱ＳＥＳ 代表者変更
　４．篠﨑　眞司　　㈱東武住販宇部店 支店代表者変更
　５．沖廣　茂樹　　積和不動産中国㈱ 山口支部へ移動
 下関営業所　宇部店

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

㈲松井工務店 Ｒ2． 5．24 Ｒ2． 4．24
㈲エステートいしべ Ｒ2． 8．18 Ｒ2． 7．18
㈱クルス Ｒ2． 8．25 Ｒ2． 7．25
宇部不動産開発㈱ Ｒ2． 9．19 Ｒ2． 8．19
㈲カナイ商事 Ｒ2．10． 4 Ｒ2． 9． 4
アイナガサワ㈱ Ｒ2．11．28 Ｒ2．10．28

令和１年 年末交流会開催
　令和１年12月12日㈭18時30分より国際ホテル宇部に
て、令和１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 常務取締役 三浦寛司様をお迎えし、浅川支部長の
挨拶で和やかに始まりました。
　宴もたけなわとなったころ、名司会者の村田さん、飯
田さんの「♪たっけんきょうかい♪」のコールと共に福
引が始まりました。ふとん乾燥機、衣類スチーマー、ネ
スカフェバリスタセット、各種ギフトカード等の抽選で
大変な盛り上がりでした。ユニクロギフトカードを当て

られた浅川支部長は「あったかい下着を買いにいきます」
ＪＣＢギフトカードを当てられた島田工務店の小森さん
は「かわいい孫に使います♡」と皆さん、とても喜んで
おられました。その後もカラオケの披露あり、腕相撲大
会ありであっという間の２時間でした。各テーブルやそ
こここで笑顔いっぱいに話されている皆様の様子を見る
と、本当に「交流会」だなと感じられました。
　来年も会員の皆様に喜んでいただけるようにいろいろ
な企画を考えてまいります。皆様ご参加くださいませ。

※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。
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山口yamaguchi

支部からのお知らせ
山口支部長　尾 村 成 一

　住宅賃貸借契約において、賃借人より大手不動産業者に対して仲介手数料0.5ヶ月分の返還を求める控訴審が、こ
のほど東京高裁(第３審)において認められ確定しました。これは賃借人から仲介手数料として賃料の１ヶ月分を受領
する旨の「承諾を得る日」の認識の違いがあったものと思われます。この違いを解消するためには媒介の依頼を受け
る時期（入居申込書受領時等）においてその旨を書面に記載し、署名・捺印を受領しておくことが望ましいと思われ
ます。

住宅賃貸借における賃借人に対する仲介手数料の承諾の時期について

　日本経済新聞（2020.1.27）や厚生労働省の検討委員会資料によると、今後届け出の対象を、アスベストの有無に
関わらず床面積が計80㎡以上の建物の解体工事と、請負金額が100万円以上のリフォーム工事も対象になるようで
す。当然一戸建て住宅も含まれます。着工前に現場でアスベストの有無を調査し、その結果を労基署に報告すること
になります。厚労省は省令を改正し、2020年度中の導入を予定しています。

アスベスト飛散対策の強化　民家の解体・リフォームでも事前届け出対象に

 新入会員のご紹介
株式会社LIM 山口店
代表者　　　 安部　大介

〒754-0011　山口市小郡御幸町５番36号アーバンステージ102号
TEL 083-929-3203　FAX 083-929-3204
山口県知事(1)第9633号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させて頂きました 
株式会社LIM山口支店の安部大介と申します。 
親会社である田中建設株式会社共々、新築住宅及び不動産業全般で 
山口市の地域に貢献しますので皆様よろしくお願いいたします。 

新山口駅

小郡南小

山口
グランドホテル

ホテル
アムゼ新山口

いちょうの木
クリニック

LIM山口店

積水ハウス不動産中国四国株式会社山口営業所
営業所長　　 久保　尚夫

〒753-0831　山口市平井662番地
TEL 083-924-7832　FAX 083-925-5579
国土交通大臣(10)第3122号

　積和不動産中国改め積水ハウス不動産中国四国株式会社山口営業
所の久保尚夫と申します。
　今年２月から山口賃貸営業所と分かれ、売買を専門に取り扱う営業
所としてリスタート致しました。地域の皆様のお役に立てるよう努力
して参ります。ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
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私の旅日記
～日本最北端の宗谷岬へ～
株式会社小郡不動産　右 田 善 弘

　2018年９月の事ですが、当時入会しておりました商工会議所青年部日本出向の研修会議が札幌で開催されました。
会議が終わった後に、いつもの悪い癖なのですが、私の頭の中でふと過ぎったのです「北海道は何度も旅行などで来
ているけど、そういえば行った事の無い北の北限の地はどんな所かな？」と思い付き、そうだ稚内へ行こう！となり
思い付きで行って参りました。
　先ずは飛行機で稚内空港到着。既に肌寒い気候の中、降りていきなり驚いたのは稚内周りの丘陵地（宗谷丘陵）で
した。高い木があまり生えてなく、丘陵地の草原の様な山々だらけでとでも不思議な景色でとても綺麗な丘陵地なの
です。言ってみれば、稚内周辺は秋吉台のカルスト台地の様な山に囲まれていたと表現したら良いのかもしれません。

（大袈裟ですけどですみませんがそんな感じです）この丘陵地は約１万年前まで続いた氷河期の寒冷な気候のもと、
地盤の凍結と融解の繰り返しによって土がゆっくりと動くことでつくられたといわれており、周氷河地形と呼ばれる
そうです。流石、ここまで来ると本州には無い光景が見る事が出来ますね。
　そしてその後、日本最北端の宗谷岬へ。この日の宗谷岬は天気も良く最高のロケーション。
　日本最北端の碑の向こうにはロシア領サハ
リン島がはっきり目で見えます。それを見れ
ばロシアって日本から一番近い国であると良
く分かります。距離でいうと稚内からサハリ
ン島の一番近い地点まで何と43キロ！ほぼ
フルマラソンと同じ距離なのですよー！
と感心しながらふとその横を見ると間宮林
蔵の銅像がありました。間宮林蔵は江戸時代
の探検家で、命がけでサハリンに渡りその
後、サハリンから中国へ（後に間宮海峡と名
付けられる）渡ったとんでもないお方です。
　「え？サハリン見つけて海峡を見つけただけで偉業っておかしくない？」と思われるかもしれないが、樺太を調査、
探検をして「島である」と証明して、「半島」であれば、自動的にロシアの領土となった話を真っ向から否定したので
す。その結果、ロシアは日本との外交交渉なしに、この地をロシア領とすることができなくなったのです。
　更にその後中国に渡った海峡を当時、蘭学者であったシーボルトはこの海峡を「間宮海峡」と名付けてヨーロッパ
で紹介し、林蔵の名は世界地図上で不朽のものとなったともいわれています。この時代の探検家って凄いですよね、
情報も何も無い未開の地にヒグマや危険な動物や現地人も居るのに行くとは！私なら怖くて行けないなぁ、無理だな
と思いながら稚内の町へ移動！利尻のウニ、たこしゃぶ、鮭のちゃんちゃん焼きなど名物料理をたらふく食べてこの
日は終了しました。皆さん是非！最北の地へ行ってみては！

 

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

㈱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

㈱I.D.Works 令和２年８月14日

◎新規入会	 ㈱LIM山口店 代表者・専任取引士 安部　大介
◎宇部支部より支部移動入会　積水ハウス不動産中国四国㈱山口営業所
  代表者・専任取引士 久保　尚夫
◎組織変更	 (新)㈱いとうグループホールディングス （旧)㈲ナプラ
 （新代表者）伊藤　紳　（新住所）〒753-0821　山口市葵1丁目5番70号AOIビル2F

　　　　　　　　TEL　083-902-1885　FAX 　083-902-1886
◎商号変更	 (新)㈱REVOLUTIONアパマンショップ山口店 
（旧)㈱原弘産アパマンショップ山口店　
	 (新)積水ハウス不動産中国四国㈱山口賃貸営業所  
（旧)積和不動産中国㈱山口営業所
◎代表者変更	 ㈱スクエア山口大内店   （新)藤本　寛幸　　　　　
 ㈱アーネストワン　山口営業所 （新)内山隆太郎　　　
　 エフケイビル㈱新山口店   （新)西川　貴章　　　　
◎専任取引士変更	 ミサワホーム中国㈱山口支店  （新)菅原　公祐　　
◎免許番号変更	㈱カドス・コーポレーション （新)国土交通省（1)第9641号　　　　　　
◎住所変更	 日本ハウス(株)山口営業所 （新)〒753-0831  山口市平井1046-1　　　　　　
◎退会・廃業	 ㈲大樹産業　　藤井　和明　・　㈱大蔵　　砂川　敏男

会　員　の　動　き
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防府hohu

令和２年１月14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、防府副市長　森重　豊様をはじめ、防府土
木都市建設部次長様、商工会議所事務局長様、弁護士様、
土地家屋調査士会防府支部長様の５名の方に来賓として
ご出席いただき、総勢49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「昴」）、新年交流会の幕を開けました。
新年交流会は、上田支部長の挨拶に始まり、ご来賓紹

介およびご来賓の方より祝辞をいただきました。
田中監事の乾杯の後、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、企画研修委員会担当のビンゴゲーム
が始まりました。企画研修委員会のメンバーが練りに
練って準備した豪華な景品を目指し、大いに盛り上が
りました。

最後に、橋本理事による「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 
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◎代表者変更	 ・ジェイ・エヌ企画開発㈲ 長沼　潤治　  →　  大野　純子　　　　　　
 ・㈱えん 久保田美智子  →　  久保田雅久　　　　　　

◎専任取引士変更	 ・㈱パスココーポレーション 荒川美紀枝　  →　   内山　　亘
 ・㈲ファーストリビング 藤井　恵子　  →　   上田　清子

◎所在地変更	 ・㈱カドタ商事 防府市鋳物師町8-32
 　　　　　　　　 → 防府市緑町２丁目5-23

◎退　会	 ・防府不動産情報サービス 上田　　明（正会員）
 　　　　　〃　　　　　 上田　清子（専任取引士）

会　員　の　動　き

 新入会員のご紹介
株式会社ＷＡＫＡ
代表取締役　若嶋　雅喜

〒747-0066　防府市自由ヶ丘四丁目14-３
TEL 0835-28-8371　FAX 0835-28-8372
山口県知事(1)第3685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、株式会社ＷＡ
ＫＡの若嶋雅喜と申します。
　地域の皆様に貢献できるよう努力していきたいと思います。
　 皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

防府支部研修会開催
法務委員　廣 政　努

　令和２年１月14日㈫15時より、アパホテル山口防府
にて山口県住宅課のお二人と防府税務署の方を講師にお
迎えして、研修会を開催しました。
　第１部として、住宅課による「宅地建物取引業と人権
問題」、第２部では防府税務署より「消費税のインボイス
制度」を重点的にお話しいただきました。
　第３部は防府支部上田支部長から、４月からの民法改
正についての話がありました。
　民法の契約上の「保証人」に対しての考え方や、根保
証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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周南shunan

令和元年度　周南支部忘年会
総務委員　村 瀬 智 美

開催日　　令和元年12月11日㈬
場　所　　ホテルサンルート徳山
出席者　　100名

　令和最初の周南支部忘年会が12月11日㈬18：00より
ホテルサンルート徳山にて開催されました。本年度の参
加者は100名と多数のご参加を頂きました。
　㈱スマイエ兼子社長の司会の下、最初に生前大変お世
話になりました前周南支部長池田様を偲び、追悼させ
て頂きました。次に来賓紹介、箱崎支部長のご挨拶が始
まり、㈱朋友商事会長森繁博治様の乾杯のあと、今年度
ご入会されました会員の方、㈱スクエア下松店、さくら
地所㈱、㈱田村ヒルズ周南城ケ丘店のご紹介がございま

した。日頃、なかなかお会いできない方や、ご挨拶でき
ない方とお話ができました。宴もたけなわとなり、周南
支部のメインイベント、じゃんけん大会・抽選くじ引き
が行われました。手に500円玉を握りしめ負けた方から
買った方へ渡すという趣旨で、今年は長崎建設（株）社
長様が優勝されました。チャリティーゲームとしての趣
もあり優勝賞金から毎年周南市久米の社会福祉法人共楽
園に寄付をしております。歴代支部長からの約30年の
歴史ある行為となっており、とても感謝されておられま
す。あっという間に時も過ぎ、㈲佐野不動産社長による
閉会の挨拶となりました。一年間お世話様になった方に
ご挨拶もでき又、若い方も増え活気あふれる忘年会とな
りました。

チャリティー募金寄附
令和２年１月９日㈭、箱﨑支部長、小林総務委員長が周南市久米の児童養護施設

「共楽養育園」を訪れ、昨年末の周南支部忘年会で会員より寄附されたチャリティー
募金83,148円を共楽養育園の安村裕美施設長に贈らせていただきました。

今回で11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。尚、この様子は地元新
聞にも掲載されました。
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令和元年度第2回周南支部研修会
法務委員長　松 尾 泰 治

開催日　　令和２年２月17日㈪
場　所　　周南地域地場産業センター
出席者　　86名

第１講　
演題　「民法改正に係る契約書改訂のポイントについて」　
講師　弁護士法人清水法律事務所　弁護士　清水秀俊 様
　　　
　令和２年４月に施行される民法改正に伴う契約書改訂をテーマに県協
会でもお世話になっている清水法律事務所の清水茂美弁護士のご子息で
ある弁護士の清水秀俊様を講師としてお招きし、２時間たっぷり中身の
濃い講義をしていただきました。
　今回は契約書改訂の講義とあって直接業務に大きく関わる内容でもあ
り会員の皆さんの意識も非常に高く、普段よりかなり多くの皆さんが出
席され、熱心に講義を受けておられました。
　民法は、人々の社会生活や事業などにおける原則的なルールを定めた
ものですが、この最も身近な法律ともいえる民法が120年以上も前に決
められたままだったことに驚きを隠せません。それだけに我々宅建業者
のみならず、一般消費者の方も関心が高く、プロである我々が契約書改訂について熟知しておかなければ、一般消費
者との間でのトラブルに繋がりかねません。ただ、清水弁護士によると、弁護士の間でも今回の改正民法に関しては、
見解の分かれる内容もあるとのこと。大切なのは一般の方に対して丁寧に日ごろからコミュニケーションをとって接
していれば、改正民法についてのトラブルは未然に防げるとのことでした。
　ご出席いただいた皆様ありがとうございました。次回も今回のように多くの皆様の参加をお願い申し上げます。

 新入会員のご紹介
奥西コンサルタント株式会社
代表取締役　 奥西　清益

〒746-0053　周南市室屋1-7-10
TEL 0834-62-5957　FAX 0834-64-7126
山口県知事(1)3681号

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました、奥西コンサルタント株式会社の奥西で
す。測量業者として17年やってまいりましたが、宅建業者としましては右も左もわからない状況では
ございますので、日々経験を積み地域の貢献ができるような存在なっていければと思っております。
今後とも皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社アーネストワン　周南営業所
店　　　長　 小川　　洸

〒745-0003　周南市三番町1-19 三番町1丁目小林ビル
TEL 0834-33-7580　FAX 0834-33-7582
国土交通大臣(4)6157号

　はじめまして。株式会社アーネストワン　周南営業所の小川と申します。弊社は建売事業をメイ
ンにしています。【一人でも多くの方に夢のマイホームを】という理念のもとに、周南エリアの発
展に貢献できるように頑張って参ります。今後とも宜しくお願い致します。
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岩国iwakuni

新年支部講習会
法務委員　廣 兼 頼 子

　令和２年１月14日、岩国国際観光ホテル４Fロイヤ
ルホールにて、総勢99名の会員の皆様に参加いただき、
山口県宅建協会岩国支部講習会が開催されました。
　第１講は、前半が「『判例トラブル解説』講義動画視聴」。
　講義動画の中で、「賃借人の貸室内での死亡について
善管注意義務違反の有無」「デート商法による投資用不
動産の販売」「所有者になりすました第三者が売買契約
を締結した場合の所有者の責任」という３つの事例が紹
介されております。
　各事例に関して、問題点や裁判所の判断、そして我々
不動産業者がどのようなポイントに注意して対処すれば
良いか、分かりやすく解説が加えられており、非常に勉
強になりました。
　無論、倫理面・道義面で我々不動産業者が追うべき責
任についても学べたことは言うまでもありません。
　後半は「『おとり広告の禁止について』講義動画視聴」
が行われ、主に宅建業法32条（誇大広告の禁止）に関す
る内容です。改めて、広告表示に関する禁止事項を再認
識すると共に、とりわけインターネット広告に関しては
細心の注意を払うべきと感じました。
　第２講は「宅地建物に関する民法改正に伴う業務上の
注意点」という演題で、弁護士法人　清水法律事務所の清
水秀俊弁護士に、講師としてご講演いただいております。
　我が国の民法は、約120年間抜本的な改正がなされて
きませんでしたが、時代の流れにあわせて「よりわかり

やすい民法」への転換が図られている、ということ。そ
れに従い、一例を挙げると、旧来の不動産用語「瑕疵担
保責任」が「契約不適合責任」へと変更され、買い主の
権利の拡大や内容も大きく変貌することを認識し、我々
不動産業者にとって決して小さくない改正が行われるの
だ、ということを思い知らされました。
　いずれにせよ、我々不動産業者は改正民法施行日であ
る令和２年４月１日をタイムリミットに、さらなる勉強、
準備、対策を進めていかなければなりません。
　新年早々、本当に有意義な講習会になったかと思い
ます。
　参加された会員の皆様、本当にお疲れ様でした。



25

支 部 だ よ り

　新年支部講習会の後、岩国国際観光ホテル４Fロイヤ
ルホールにて、新年互礼会が開催され、総勢８７名の
会員の皆様に参加頂いております。
　なお、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副会長　主計龍雄様、中国労
働金庫岩国支店次長　新谷浩様、弁護士法人清水法律事
務所　弁護士　清水秀俊様にご臨席賜りました。
　塩田博志支部長の挨拶の後、来賓を代表し、福田市長、
畑原県議、主計副会長にご挨拶頂き、安本会頭による

乾杯のご発声で本格的に宴会が始まりました。
　途中、毎年恒例のビンゴゲームを挟みつつ、美味し
い料理とお酒を楽しみ、有意義で活発な情報交換を行
う中で時間が過ぎて行きました。
　最後は三浦支店長による万歳三唱をもちまして、中
締めとさせて頂いております。
　今年も一年、地域の発展、業界の進展に貢献しつつ、
お集まり頂いた会員の皆様のご多幸とご健勝を願って
止みません。

新年互礼会
法務委員　廣 兼 頼 子



全宅保証からのお知らせ

法人入会に係る「連帯保証書」及び「誓約書」書式・取扱いの変更について
　令和２年４月１日から施行される改正民法では、
保証制度が大幅に見直され、個人保証には極度額
を具体的に設定する必要があるとされました。
　つきましては、本年４月１日以降に入会とな
る法人の入会手続きに際しては、改定版の「連帯
保証書」及び「誓約書」を使用して頂くようお願
いします。
① 「連帯保証書」の取扱いにつきまして、従たる

事務所の数により極度額が変更となることか
ら、令和２年４月１日以降は改定版の書式を
再提出していただくこととなりますので、ご

留意願います。
② 令和２年４月１日以降は、誓約書に基づいて

「法人会員の代表者の変更」に加え、原則とし
て「従たる事務所の増設」、「政令改正により営
業保証金が増額」した場合は、連帯保証書・誓
約書の差し替えを依頼します。

　但し、改正民法施行前に差し入れられた連帯保
証書（旧式） は、令和２年４月１日以降も有効で
す。従たる事務所の増設等により負担すべき還付
充当金債務の極度額に増減があった場合でも連帯
保証書の差し替えは不要となります。

～廃業されましたら、 協会の退会手続きもお忘れなく～
　宅地建物取引業を廃業する場合、免許権者に届
出した「廃業等届出（必ず県の受付印があるもの）」
のコピーを宅建協会の所属支部へ提出し、退会手
続きを完了して下さい。

※会費の請求につきましては、 ４月１日現在の会員に対
して行われます。免許権者へ廃業・変更の手続きを
されておりましても、協会に届出をしていない場合、
また協会への届出が４月１日以降になった場合は、
会費の支払い義務が生じますのでご注意下さい。
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令和２年度宅地建物取引士法定講習会のご案内
　　

　令和2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。

※第１回の講習会は新型コロナウイルス感染症に係る対応により実施方法を変更しております。

《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 2020年４月７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

2020年 8月 4日から
2020年10月 6日まで

第２回 2020年６月９日㈫ 2020年10月 7日から
2020年12月 8日まで

第３回 2020年８月４日㈫ 2020年12月 9日から
2021年 2月 3日まで

第４回 2020年10月６日㈫ 2021年 2月 4日から
2021年 4月 5日まで

第５回 2020年12月８日㈫ 2021年 4月 6日から
2021年 6月 7日まで

第６回 2021年２月９日㈫ 2021年 6月 8日から
2021年 8月 8日まで
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　売主に成りすました第三者が売買不動産の所有

権移転手続き等を行ったため、催告期限までに売

買不動産の引渡義務を履行できなかった売主に対

し、買主が違約解除したとして違約金の支払を求

めた事案において、引渡しができなかったことに

ついて売主に帰責性はないとして、その請求を棄

却した事例（東京地裁 平成28年７月12日判決 棄

却 ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　平成27年７月10日、買主Ｘ（原告・法人）は、

売主Ｙ１（被告・法人）所有の土地及び売主Ｙ２

（被告・Ｙ１代表者）所有の建物（本件不動産）に

ついて、Ｙらと代金５億9000万円、決済日を同

年９月11日、違約解除の場合の違約金を代金の

20％とする売買契約を締結し、手付金5900万円

を授受した。

　ところが本件不動産は、Ｙ２に成りすました第

三者Ｃにより、平成27年８月３日付売買を原因と

して、Ａ社への所有権移転登記及びＢ社の根抵当

権設定仮登記が経由され、本件建物の鍵はドアノ

ブごと付け代えたり破壊されるなどがされた。

　ＣのＡ社等への登記手続きは、Ｙ２の偽造運転免

許証を用いて、７月23日にＹらの登録印の改印届

けを行い印鑑証明書の交付を受け、公証人による

本人確認情報を得て、本件不動産の権利証を紛失

しているとして法務局に申請されたものであった。

　この時、不動産登記法23条２項に基づく通知が

転送不可の郵便によってＹ２の登記住所にされた

が、住所移転をしていたＹ２は当該通知を受け取

ることはできなかった。

　同年８月20日にＡ社への所有権移転等がなさ

れたことに気づいたＹらは、翌日に不動産処分禁

止の仮処分を申し立てるなどの対応をしたが、決

済日までに登記名義を回復することはできな

かった。

　Ｘは、Ｙらに対し、同年９月12日到達の書面に

より、同日後７日以内に本件不動産の所有権移転

登記手続及び引渡しが可能になったとの連絡がな

い場合には、本件売買契約を解除し、手付金及び

約定の違約金を支払うよう通知した。Ｙらは、Ｘ

に対し、同年９月18日、手付金5900万円を返金

した。

　Ｘは、決済日においてＹらが本件不動産の引渡

し義務を履行しなかったとして、Ｙらに対し、売

買契約の債務不履行による約定の違約金１億

1800万円及び遅延損害金の支払を求める本件訴

訟を提起した。

　これに対してＹらは、決済日に本件不動産の所

有権移転登記手続等を行うことができなかったの

は、Ｙらに成りすました第三者が、偽造の運転免

許証等を用いてＡ社に所有権移転登記手続をし、

Ｂ社を権利者とする根抵当権設定仮登記を了した

ためであり、債務不履行が第三者の行為による場

合で、債務者に予見可能性及び結果回避可能性が

－第三者の違法行為と履行不能－

第三者の違法行為により不動産の引渡義務を履行できな
かった売主に対する買主の違約金請求が棄却された事例

（東京地判　平28・7・12　ウエストロー・ジャパン）中戸 康文

最近の判例から
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ない場合には、債務者に帰責事由はないから、Ｙ

らは債務不履行責任を負わないと主張した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次の通り判示して、Ⅹの請求を棄却

した。

　本件登記手続等の不履行は、Ｙらではなく、Ａ

社らの違法行為によりもたらされたものであり、

第三者の行為による債務不履行といえる。そして、

第三者の行為であって、債務者に予見可能性及び

結果回避可能性がない場合は、その債務不履行責

任を債務者に帰責することはできないものと解さ

れる。

　本件登記手続については、不動産登記法23条２

項に基づく旧住所宛の通知は、移転先の住所に転

送されないように転送不可の取扱いによる郵便に

よって行われるので、登記簿記載の旧住所に送付

された郵便は、移転先の住所に転送されることは

ないから、その郵便をＹ２は受け取ることは出来

ず、Ｙらには、本件登記の予見可能性及び結果回

避可能性は認められない。

　Ｙらは、Ａ社等への登記手続が判明した後、直

ちに本件不動産の処分禁止仮処分申立てをした

が、Ｙらが法的手続を通じて、本件売買契約の引

渡日ないしＸが催告した期限までに本件不動産の

移転登記手続を履行するのは不可能であったこと

が認められる。

　Ｘが、決済日が経過した後に、Ｙらの所有権移

転登記手続抹消請求訴訟の結果を待たずして、Ｙ

らに債務の履行を催告した上で、本件売買契約を

解除することも、契約の拘束からの早期離脱とし

て許容されると解されるが、Ｙらが所有権移転登

記手続を期限までになすことが不可能であった以

上、Ｙらの引渡義務の不履行についての善管注意

義務違反は、上記のＸの履行催告を満たすことが

できないという結果には影響が及ばず、よって、

本件売買契約の債務不履行について、Ｙらに帰責

性を認めることはできないので、Ｘの違約金の請

求は認められない。

　なお、本件売買契約は、引渡前の不動産の滅失・

損傷について、天災地変その他売主または買主の

いずれの責にも帰すことのできない事由による解

除の条項を定めており、第三者の行為によって、

本件売買契約の期限における履行が困難になった

本件も同様に取り扱うのが相当と解される。同条

項により本契約が解除された場合、売主は、受領

済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還するこ

ととなっており、ＹらはＸから受領した手付金を

既に返還している。Ｘに実損が生じていた場合は、

その負担も問題になるが、本件においてＸが主張

する実損害を裏付ける証拠はない。

　よって、ＸのＹらに対する請求にはいずれも理

由がないから棄却する。

３　まとめ

　最近、地面師被害に関する裁判例がよく見られ

るが、本件は、土地所有者が地面師により売買取

引を妨害された珍しい事案である。

　また、相手方に契約の履行ができない相当の事

情がある場合には、売主・買主が協議してその後

の対応を決めるのが一般的であるが、決済日翌日

に、一週間以内の履行を要求し、できなければ違

約解除とする買主の対応も珍しい。

　しかし、本件判示のとおり、第三者の行為であっ

て、債務者に予見可能性・結果回避可能性がない

場合は、債務不履行責任を債務者に帰責すること

はできないのであって、協議によって、決済日を

延長する合意を行うか、契約を合意解除するか、

あるいは、売買契約書の危険負担の条項を類推適

用して合意解除とするのが、信義則に則った適切

な対応ではなかったかと思われる。
（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 周南 (1)3681 奥西コンサルタント㈱ 奥西　清益

2 防府 (1)3685 ㈱ＷＡＫＡ 若嶋　雅喜

3 下関 (1)3686 ㈱シンフォニア不動産 金子　智治

4 下関 (1)3687 ㈱トータルエステート 鳥井　大輔

5 周南 大(4)6157 ㈱アーネストワン　周南営業所 小川　　洸

退　　会

1 岩国 (3)3166 エーブルホーム㈲ 舛本　三明

2 宇部 大(6)5407 ㈱東武住販　おのだサンパーク店 今田　教次

3 防府 (4)3117 防府不動産情報サービス 上田　　明

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

4 山口 (10)1716 ㈱大蔵 砂川　敏男

5 山口 (8)1994 ㈲大樹産業 藤井　和明

承　　継 継承理由

1

旧

山口
(4)3049 ㈱カドス・コーポレーション

杉田　茂樹 県知事→大臣
新 大(1)9641 ㈱カドス・コーポレーション

1

旧

宇部
(4)3095 不動産コンサルタントなびっく

藤井江利子 個人→法人
新 (1)3688 ㈱不動産コンサルタントなびっく

入　退　会　等

協 会 の 動 き
12月

2 月
全宅連中国・四国地区連絡会

於 広島
上原

全宅連中国・四国地区研修会 出席者10名

6 金 長井貞二氏旭日双光章受章を祝う会 於 群馬 上原

9 月 高知宅建不動産会館落成記念講
演及び記念式典・祝賀会 於 高知 上原

10 火
第５回宅建取引士法定講習会 於 会館 竹之内

第３回全宅連中国・四国地区連絡会 於 高知 上原

12 木 第４回法務委員会 於 会館 出席者９名

13 金 西日本不動産流通機構第３回理事会 於 広島 上原

16 月 第２回意見交換会（防府エリア） 於 防府 山近、野村

18 水 宅建試験事務統括会議 於 東京 清水、中島

19 木 第２回意見交換会（周南エリア） 於 周南 山近、野村

23 月

第４回常務理事会

於 会館

出席者10名

第４回幹事会（政治連盟） 出席者９名

第４回理事会 出席者24名

1月

16 木 第３回意見交換会（周南エリア） 於 周南 山近、野村

17 金 第３回意見交換会（防府エリア） 於 防府 山近、野村

20 月
第２回公益法人移行検討特別委員会

於 会館
出席者11名

第６回総務委員会 出席者13名

28 火

第１回正副会長委員長会議（政
治連盟）

於 東京 上原

都道府県宅建政治連盟会長会議

都道府県協会長・全宅保証本部
長合同会議

全宅連令和元年度臨時総会

令和２年全宅連・全宅保証新年
詞交歓会

30 木 第４回人材育成委員会 於 下関 上原

2月

1 土 自民党県連支部長・幹事長会議
（政治連盟） 於 山口 上原、林

3 月 第６回業務委員会 於 会館 出席者11名

4 火 第６回宅建取引士法定講習会 於 会館 清水

6 木

第９回職場改善特別委員会

於 会館

出席者11名

第５回常務理事会 出席者11名

第５回幹事会（政治連盟） 出席者９名

第５回理事会 出席者22名

7 金 第２回山口県不動産研修会 於 山口 出席者351名

18 火 都道府県宅建協会・本部事務局長
会議 於 東京 中島

21 金 第５回法務委員会 於 会館 出席者７名

22 土 高村正大新春の集い（政治連盟） 於 山口 竹下

25 火 第７回業務委員会 於 会館 出席者11名

28 金

全宅保証地方本部入会金分納に
関する事務局研修会 於 東京 岡村

ブロック別意見交換会（政治連
盟） 於 広島 上原、林

※宅建やまぐち第213号に掲載しております記事中、
　行事名において２箇所ほど誤りがございました。     
10月８日㈫第４回ビジョン策定ワーキンググループ

→第４回宅建取引士法定講習会 
10月29日㈫第３回総務委員会→第４回総務委員会
が正しい行事名です。ここに謹んでお詫び申し上げます。
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時事
 雑想

支部お薦めシリーズ
71

防府支部

　いよいよ来月から、民法
改正がスタートします。
　１月に行われた支部研修
の際にも申し上げたのです
が、今回の改正の内容には、
国から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。
　それに対して、私たちは何を行っていくべきなので
しょうか？
　私は、以下の２つが重要であると考えます。
　一つ目は、「自らが勉強して、自らを守る」。つまり、
資質向上です。
　宅建免許は格上げされ、お客様からの期待と責任も大
きくなりました。
　お客様の信頼に応えられるよう、今回の改正内容に対

してより理解を深めておく必要があります。
　二つ目は、「宅建業者同士の信頼関係構築と情報共有」
です。
　業者同士が交わることで、信頼関係が生まれ、情報が
拡散されます。
　また、今回の民法改正では、契約書は「合意文書」と
しての意味合いがより強くなりました。契約成立のため
にも、媒介業者同士の信頼関係構築は重要になってまい
ります。
　業者同士の信頼関係構築と情報共有が、自らとお客様
の利益の擁護につながると考えます。
　これまで、各支部や県本部の皆様が、資質向上や会員
交流の場を作ってくださり、私たちに多くのチャンスを
与えてくださっています。ぜひ、みんなでそのチャンス
を活かし、この時代を乗り切ってまいりましょう。

防府支部　上　田　清　侍

〔佐波川〕
・概要／山口県の中央部をほぼ南流する一級河川。島根県境から大原湖（佐波川ダム）を経て、防府市街

北西部をよぎり周防灘に注いでいる。
・伝説／12世紀末に源平の争乱で焼失した東大寺の復興に周防国の税収が当てられる事から、東大寺勧

進職に就いた俊乗坊重源上人が佐波川上流の奥地（現：滑山国有林）から材木を伐採し、道を開き、
川に堰を設け、長さ39ｍ直径1.6ｍもの巨木を筏にして奈良に運んだ。奈良から来た職人・人夫が、
戯れに「魚を食べないと精がつかない。」と重源に言うと、木片に「鯖」の字を書き加持祈祷して
川に投げ込むと、木片が鯖になった事からこの川を「さばがわ」と呼ぶ様になった。

〔阿弥陀寺〕
・概要／1187年（文治３年）重源により、東大寺の周防別所として創建された寺。住職は周防国の国司の

任にあたった。1484年（文明16年）に焼失、大内氏の援助で復興。国宝：鉄宝塔、重要文化財：
木造金剛力士立像・木造重源坐像が在り、材木伐り出しに従事した人夫の為に重源が設けた石風
呂も文化財として残っている。

・観光／1988年（昭和63年）に防府商工会議所青年部がアジサイの植樹を進め、現在では80種・約4,000株
が植えられ、アジサイ寺は毎年６月にアジサイ祭りを開催している。

〔多々良大仏〕
・概要／鎌倉時代前期に重源上人が、古都・奈良に似せて地元の職人に造らせた高さ約3ｍの阿弥陀如来木

彫像。正式名は周防国多々良大仏殿。1892年（明治25年）に毛利氏庭園の要地決定に伴い移転。

※山口県宅地建物取引業協会の皆様、防府にお越しの際は、西の山頭火ふるさと館⇒防府天満宮⇒周防国分
寺⇒佐波神社⇒毛利邸園⇒多々良大仏殿⇒阿弥陀寺の観光ロードをお楽しみ下さい!!
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