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倫　理　綱　領
　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、
ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえること
を誓うものである。

　　１．�我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任を
もって社会に貢献する。

　　２．�我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門
的知識の向上に努める。

　　３．�我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。

　　４．�我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。

　　５．�我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力
によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会

私たち「ハトマークグループ」は、みんなを笑顔にする私たち「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。なることを目指します。

ハトマークグループ・ビジョン

山口県宅建協会は消費者、地域社会、会員のため、信頼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。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
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7月29日　全宅連・全宅保証　定時総会開催

令和２年度　全宅管理第10回定時社員総会

　全宅連・全宅保証は、７月29日、都内のホテルで令
和２年度定時総会を開催しました。新型コロナウィル
ス感染症の影響により、例年よりも１カ月遅れ、Web
出席を活用するなど規模を縮小しての開催となりまし
た。
　冒頭あいさつに立った坂本会長は、昨年度からの取
組を「念願の『低未利用地の利活用促進のための100
万円控除制度の創設』、『賃料助成制度の要望・実
現』『銀行の不動産仲介業参入阻止』など実り多い活
動となりました。」と振り返り、「このコロナウイル
スの収束が見えない状況下では、10万会員及び40万
従業者の経済活動の維持と雇用確保は大命題でありま
す。政府の掲げる「新しい生活様式」にマッチした不
動産取引形態や協会の行う研修・会議についてもオン
ラインやWEBを活用し更なるデジタル化について創
意・工夫を重ねていく」と述べました。
　全宅連の総会では、議事に先立ち、不動産キャリ
アパーソン受講の取組、不
動 産 総 合 研 究 所 の 地 域 貢
献活動の取組に係る表彰者
（下段参照）が紹介されま
した。
　続いて、令和元年度事業報
告、２年度事業計画・収支予
算の報告後、令和元年度決

算、任期満了に伴う理事・監事の選任がいずれも原案
通り承認されました。
　全宅保証の総会では、令和元年度事業報告、令和元
年度決算報告、令和２年度事業計画・収支予算の報告
後、理事・監事の選任が承認されました。

〔不動産キャリアパーソン表彰（１社累計50名以上）〕
積水ハウス㈱（大阪府宅建協会　他）
㈱イーグランド（東京都宅建協会　他）
㈱福屋不動産販売（大阪府宅建協会　他）

〔地域貢献活動表彰〕
阿部多不動産（株）阿部俊夫氏（山形県宅建協会）
大里綜合管理（株）野老真理子（千葉県宅建協会）

　令和２年７月29日㈬、東京にて本会の第10回定時
社員総会を開催いたしました。
　冒頭、挨拶に立った佐々木正勝会長は、「全宅管理
の前身である賃管協設立当初からの悲願であった『賃
貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』が６月12
日に成立いたしました。法律により適正な管理が行わ
れることで、物件自体の価値上昇からその地域の価値
上昇にもつながっていくものと考えております。ま
た、コロナ禍で賃貸物件の入居者の生活も、テレワー
ク等による在宅時間の増加等激変し、これまでにない
ようなトラブルも発生しております。そのような時こ
そ、我々中小業者にしかできないきめ細やかな血の
通ったサービスが実現できるのではないか、ピンチは
チャンスと考えていきたい。」と抱負を述べました。
　引き続き行われた議事では、報告事項として、令和
元年度事業報告・令和２年度事業計画・収支予算、決

議事項として、令和元年度収支決算・任期満了に伴う
理事・監事の選任と、全ての議案が原案どおり承認さ
れました。
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令和２年度　公益社団法人西日本不動産流通機構　定時総会報告

山口県居住支援協議会　令和２年度第１回総務専門部会　開催
開催日　令和２年７月14日㈫15時00分～
会　場　山口県庁　12階　土木建築部３号会議室

　令和２年７月14日㈫、山口県庁 12階 土木建築部３
号会議室において、令和２年度第１回総務専門部会が
開催されました。
　関係団体９名、県関係課４名、住宅課４名、計17名
が参加されました。

・議事１　総務専門部会の設置について
・議事２　令和２年度総会について
・議事３　住宅確保要配慮者に係る実態調査について
・議事４　今年度の取組み及びスケジュールについて

　議事２について、今年度の総会は現状況下に鑑み

て、通常の開催に代えて総会への招集はせず、７月21
日の議案書の送付をもって総会の開催とすることとな
りました。
　議事３について、今年度は住宅確保要配慮者に係る
実態調査を、オーナー向け・宅建業者向けに実施する
こととなりました。
　議事４について、今年度の事業説明会は萩エリア・
柳井エリアにて開催し、エリア別意見交換会は萩エリ
アにて開催予定となりました。
　また、山口県居住支援協議会の新会長には、（一
社）山口県宅地建物取引業協会　尾村会長が就任され
ましたのでご報告
いたします。

理事　上原 祥典
開催日　令和２年６月22日㈪
会　場　ホテルグランビア広島

　山上会長の挨拶で始まり、新型コロナウイルスの影
響により先行きの見えない状況となり、本年度の総会
は簡素化され、総会後の懇親会は中止となりました。
　西日本不動産流通機構の宅建協会17県（21,100
社）のパソコン会員は、70.7％と昨年度より270社
の増加と報告されています。会員専用サイトは、
4,933,484ＰＶの減となっています。
　令和２年度の議事は、例年の事業計画案に加えて、
４機構のレインズシステムが令和４年１月より、一つ
のシステムに統合化され共同運用が始まることについ
ての報告がありました。統合される理由としては、一
つめは、このままシステムを維持していくと多額のコ

ストがかかってくること。２つめは、メーカーのサー
バー・アプリが保証期間（５年・７年）を過ぎると
メーカーのサポートが受けられなくなり、万が一、レ
インズシステムが正常に稼働しなくなった場合や停止
した場合に法律で定められている登録期間が守られな
くなり、西日本不動産流通機構の責任問題に発展する
恐れがあることなどです。そのほか理由はまだござい
ますが、紙面の都合でこれくらいにしておきます。な
お、会員及び地方本部には、費用負担はないとの事で
進められています。
　本日の総会で退任理事が６名、運営委員11名が退任
され総会最後に表彰されました。
　また、新役員（山口県宅建協会　尾村会長　他）が
承認されました。

中国地区不動産公正取引協議会 第41回定期総会
開催日：令和２年６月19日㈮
会　場：山口県「ホテルニュータナカ」

　６月19日（金）中国地区不動産公正取引協議会定期
総会が、昨年の鳥取県に続いて、今年は山口県で開催
されました。
　総会は神庭副会長（島根県宅建協会）の開会宣言か
ら始まり、津村会長（広島県宅建協会）の挨拶、表彰
状・感謝状贈呈の後、議事へと進行しました。

　議事では、第１号議案である2019年度事業報告承
認の件から第４号議 案令和２年度収支予算（案）承認
の件までいすれも原案どおり承認可決されました。第
５号議案 役員等改選の件では、津村会長（広島県宅建
協会）が再任されました。引き続き、第６号議案 第
42回定期総会開催県に関する件において、次回の総会
を広島県で開催することについて承認可決され終了い
たしました。
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令和２年度　不動産無料相談所相談員研修会　報告
開催日　令和２年８月25日㈫
会　場　山口県不動産会館

　令和２年８月25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。
　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策
により、動画による研修となりました。受付時のアル
コール消毒と検温の徹底の他、３密とならないよう
に、座席の間隔を開け、仕切りプレートの設置、休憩
時間の換気等の対策をしました。
　第１講は、全宅保証が制作した『不動産無料相談所　
相談員用マニュアル』ＤＶＤを約75分視聴していただ
きました。
　この動画は、不動産無料相談所で相談員の基本的な
業務である受付方法や相談時におけるの注意事項等を
わかりやすく解説されており、大変ためになる研修で
した。
　第２講は、判例の解説動画『売買仲介における周辺
環境の説明義務』『事業目的建物賃貸借仲介の注意
点』と国土交通省が制作した『低未利用地の利活用促

進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について』を
視聴していただきました。
　最後に、相談員を代表して、令和２、３年度の委嘱
状を防府支部の片岡謙一氏に授与され、散会となりま
した。

開催日　令和２年８月19日㈬
会　場　山口県不動産会館

　令和２年８月19日㈬、山口県不動産会館３階研修
ホールにおいて、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、賃貸管理業務に必要な専門知識の修得
と、実務能力を高めるための講習です。
　また、11月に行われる「賃貸不動産経営管理士試
験」を受験する場合は、一定の知識を修得した者であ
る証として、出題50問中、５問が免除されます。
　賃貸不動産経営管理士は、一般社団法人賃貸不動産
経営管理士協議会が認定する資格で、賃貸住宅の管理
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」において重
要な役割を付与されており、国
家資格化を目指し、社会的に注
目を集めている資格制度です。
　また、令和２年６月には「賃
貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律」が成立し、同法に

より賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度が法律上
の制度となり、一年以内に施行されることとなってい
ます。
　本年度の講習は、新型コロナウイルス感染防止の対
策として、受付時の検温、換気、マスクの着用等の対
策を講じた上、受講者定員を昨年度の半数の募集で開
催しました。
　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。
　今回、山口会場で受講された33名の皆様、長時間大
変お疲れ様でした。

令和２年度　賃貸不動産経営管理士講習　報告

司会　原田 浩司氏
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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２年９月９日㈬
会　場　萩市「サンライフ萩」

　令和２年９月９日㈬サンライフ萩において、「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
明会が開催されました。本説明会は尾村会長の挨拶で
始まり、山口県土木建築部住宅課　主事　武居美紗子
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　中
嶋敏郎様より、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。また、同じく山口県土木建築部住宅課　主任　三
浦直之様より、山口県賃貸住宅供給促進計画につい
て、ご講演いただきました。
　第２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の代理説明と
して、山口県土木建築部住宅課　主事　武居美紗子様
より、賃貸住宅リフォーム融資の概要について、ご講

演いただきました。
　第３講では、「萩市の高齢者の実態と今後の課題に
ついて」と題し、萩市　高齢者支援課の代理説明とし
て、山口県土木建築部住宅課　主事　武居美紗子様よ
り、萩市の人口の推移と高齢者支援に対する取り組み
について、ご講演いただきました。
　第４講では、「居住支援法人の業務について」と題
し、有限会社フォーマックス　代表取締役　村岡慎太
郎様より、事業内容と居住支援法人としての活動につ
いて、ご講演いただきました。
　また本説明会は、次回令和２年10月27日㈫に柳井
市文化福祉会館で開催することとなっております。
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山口県住宅課からのお知らせ

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける
対象物件の所在地の重要事項説明を義務化
～宅地建物取引業法施行規則の一部改正～

　不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づける

こととする宅地建物取引業法施行規則の一部が令和２年７月17日に改正され、同年８月28日から施行されまし

た。

１．背　景
　近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情

報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動

産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年７月

に国土交通省から不動産関係団体を通じて協力を依頼されてきたところですが、今般、当該事項が重要事項説

明の対象項目に追加されたことから、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について

説明することが義務化されました。

２．改正の概要
①宅地建物取引業法施行規則について

　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じるこ

とを防止するため、宅地建物取引業者に対し、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な

事項を重要事項説明として購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、同法施行規

則に定められた重要事項説明の対象項目に、水防法（昭和24年法律第193号）の規定に基づき作成された水害

ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

②宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）について
　上記①の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等が追加されました。

　・ 水防法に基づき作成された水害（洪水・雨水出水・高潮）ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位

置を示すこと

　・ 市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入

手可能な最新のものを使うこと

　・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

　・ 対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのない

よう配慮すること

● 今回の改正項目に係る重要事項説明に必要な水害ハザードマップについては、各市町が作成したハザードマッ

プへリンクし、地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できるサイトを国土交通省が作成しています

　（国のハザードマップポータルサイトURL：https://disaportal.gsi.go.jp/）

7
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下関shimonoseki

消防用設備等点検報告の情報提供にかかる協定調印式

　７月28日㈫午前10時より、下関市消防局３階講堂
におきまして、一般社団法人山口県宅建協会下関支
部 林真一郎支部長と、公益社団法人全日本不動産協
会山口県本部 柴田行夫本部長と、下関市消防局 北村
満男局長による、協定書調印式が執り行われました。
　目的・内容等は、消防局が保有する消防法令に重
大な違反がある防火対象物の違反内容や、消防法第
17条の３の３に基づく消防用設備等の点検結果報告
に関する情報を、各不動産協会の会員に提供するこ
とにより、所有者や借主等に広く周知し、法令遵守
の徹底及び火災等による人命危険の軽減に資するこ

とを目的とした協定を締結するにあたり調印式を実
施しました。
　この事は、下関市消防局と宅建協会下関支部、全
日本不動産協会山口県本部とで、重要事項説明書に
消防用設備関係について、追加記載するための協定
となります。 そしてその日より、 宅建協会下関支部と
下関市消防局との間で、情報提供依頼書の提出によ
り、照会内容回答書が送られてくる事となりました。 
そして売買契約書や賃貸借契約書の重要事項説明書
に記載し説明することによって、お客様により安全
な物件を提供できるようになると期待しています。

法務委員長　清 水 謙 治
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支 部 だ よ り

令和２年度第１回　「ゴルフコンペ」開催
業務委員　中 原 亮 太

　８月５日㈬下関ゴールデンゴルフクラブにてゴルフコンペが開催されました。コロナ禍で自粛ムードが続い
た中でようやく第１回目の開催となり、前回よりも１組少ない６組18名にご参加いただきました。当日はクラ
スター対策のため表彰式は行わず、恒例のＯＢ・池ポチャ・４パットの罰金も無しという、３密に考慮した異例
のかたちとなりました。炎天下の中でしたが熱中症者も出ず、ソーシャルディスタンスを保ち、楽しいゴルフ
をすることが出来ました。

　コンペ成績上位者（ダブルぺリア方式・敬称略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グロス　 　ネット
優　勝　　植田司法書士事務所　　植田薫雄 95 69.8
準優勝　　梅田クリーン工業㈱　　梅田洪武 94 73.6
３　位　　㈱ＥＮ不動産　　　　　藤本吉美 87 73.8
４　位　　下関中古住宅センター　大井信夫 104 75.2
５　位　　㈱林不動産　　　　　　林　豪秀 90 75.6
６　位　　㈱田村ビルズ　　　　　中原亮太 92 76.4

　下関ゴールデンゴルフクラブは帝王ジャック・ニクラウスが設計・監修し
たチャンピオンコースで、バンカーや池が多く配置され多くの方が苦しめら
れていたように思います。グリーンが非常に大きくアンジュレーションもす
ごいため、ピンから遠いところにオンしてしまうと大変なことになってしま
います。私自身も美しいコースに癒されつつも、難しいコースに頭を悩まさ
れるラウンドとなりました。
　ゴルフを楽しんだのはもちろんですが、情報交換や会員間の親睦を深める
意味でも有意義な時間になったと思います。人と会いづらいご時世ではあり
ますが、交友を深め、コロナに負けないよう下関を盛り上げてまいります。
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宇部ube

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。

美祢市空き家対策セミナー・相談会
副支部長　村 田 幹 夫

　令和２年８月13日㈭午前10時より、美祢市民会館
において「空き家対策セミナー・相談会」が開催されま
した。この度は、講師及び相談員として土岐山副支部
長と私の２名で参加させて頂きました。
　お盆はじめの猛暑の中でしたが、セミナー参加者は
多く、広島からの参加者もいらっしゃいました。
　10時から11時までがセミナー、11時から11時半ま
でが相談会の予定でしたが、相談者が多く12時を過ぎ
ても相談会は続きました。参加者は様々な問題をそれ
ぞれ抱えておられ、空き家問題はこれからの日本の深
刻な社会問題へとさらに発展していく恐れがあると感

じました。
　他、講師及び相談員として司法書士の福永先生も招
かれておられ、福永先生は「相続」について、私たち
は「相続と空き家問題」について芝居形式でお話しさ
せて頂きました。
　空き家問題解決には、宅建業者だけでなく各専門分
野の方々や行政との協力が必要です。人口減少してい
く中でも元気な山口県である為に、数十年後の未来像
を明確にし、宅建業者としての社会貢献をしていきた
いです。
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支 部 だ よ り

 

○入会者（正会員）
　１．二木　隆行 ㈱ケイエフコーポレーション
  代表者変更

〇入会者（専任取引士）
　１．五十部満敏 ㈱安楽 専任取引士変更
　２．磯村　　聡 大栄建設㈱　　　　〃

○退会者（正会員）
　１．二木　健治 ㈱ケイエフコーポレーション
  代表者変更

○退会者（専任取引士）
　１．佐伯　博司 ㈱安楽 専任取引士変更
　２．本村　恭平 大栄建設㈱　　　　〃

〇所在地変更
　１．佐野不動産
 （新）宇部市大字中野開作72番地２
　２．村上建設工業㈱
 （新）宇部市大字善和字大日203番187

会　員　の　動　き 免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 書類提出期限

アイナガサワ㈱ Ｒ2．10．28

㈲ダイイン地所 Ｒ2．11． 4

岡藤土地建物 Ｒ2．11．19

(同)ライフクエスト Ｒ2．12．14

㈱ＳＥＳ Ｒ2．12．14

松下不動産 Ｒ2．12．27

中村建設㈱ Ｒ3． 1．22

寺子屋「たっけん」開催
　７月14日㈫午後２時より事務局で「第12回寺子屋たっけん」が開催されました。

　今回も民法改正での賃貸、売買契約書の特約・契約不適合責任についての疑問点、付帯設備表で確認できない

場合の疑問点などの意見交換がありまし

た。また、自社物件の仲介依頼などもあ

り、本当に内容が充実してきました。

　終了前には「この会を２か月に１回で

はなく毎月開催してもらえないか」との

ご意見もいただき、執行部としても会員

皆様のお役にたっているんだなと感じら

れてうれしいかぎりでした。開催頻度に

ついては、理事会で検討していきたいと

思います。

　次回もコロナウィルス対策をしっかり

と行い、開催したいと思います。多くの

皆様の参加をお待ちしております。いっ

しょに勉強していきましょう。

※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※
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山口yamaguchi

令和２年８月６日、猛暑の中、山口市湯田温泉のセ
ントコアにおいて第１回山口支部研修会が開催されま
した。
第１講では「低未利用土地等の長期譲渡所得の特別

控除について、他」という題目で、山口税務署統括国
税調査官の山根明様よりご説明をいただきました。ま
だ、施行されて間もない制度のため、実務において浸
透するには少々時間が必要と感じましたが、大変丁寧
に説明していただきました。
第２講は「山口県建物状況調査等促進補助金につい

て」と題し、山口県住宅課の三浦直之主任よりご説明
をいただきました。短い時間でしたが、実務に沿って
分かりやすくご説明いただきました。

第３講では「ハトマークサイト山口の活用方法」に
ついて、山口支部IT委員であります㈲山永不動産の川
﨑氏、㈱小郡不動産の大府氏により、プロジェクター
を使用して実際の利用手順などを非常に分かりやすく
指導いただきました。売買物件だけではなく、賃貸物
件の登録も積極的に行い、市場にも多く求められる
ツールになることを願います。
このたびの研修会は、新型コロナウイルスの感染予

防のため、ご参加の会員様には非接触型体温計による
測定を行い、座席の配置や会場の広さ等にも配慮した
ものでした。
お盆前のご多忙の中、多くの会員様にご出席いただ

きまして、誠にありがとうございました。

令和２年度　第１回山口支部研修会
法務委員　有 村 宗 和

山口税務署・統括国税調査官　山根様山口税務署・統括国税調査官　山根様 山口県住宅課・三浦様山口県住宅課・三浦様

山口支部　IT委員会・川﨑様山口支部　IT委員会・川﨑様
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支 部 だ よ り

令和２年９月１日㈫セントコア山口において、令和
２年度標準事例地の価格査定を行いました。今年度は
新型コロナウイルスの影響で、開催するか中止するか
慎重に検討された結果、事例地査定価格の実用性や重
要性を考慮し、十分な新型コロナウイルス対策を講じ
た上で開催する事といたしました。

今年度の査定ポイントは昨年度と同じ、標準事例
地1,060ポイントを支部会員49名の方々のご協力を得
て、昨年と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。

お忙しい中たくさんの会員の皆様に集まっていただ
くせっかくの機会ですので、例年ですと査定作業終了
後は、同ホテル内にて「情報交換会」を食事をしなが
ら慰労を兼ねて行うのですが、今年は新型コロナウイ

ルスの影響で「情報交換会」は残念ながら中止といた
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
ています。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ので
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。

令和２年度価格査定のご報告
業務委員　石 崎 良 太 郎

この度、【ハトマークサイト山口】　https://www.
ymg-takken.or.jp利活用促進を目的としたＩＴ委員会
を発足致しました。「物件登録」、「契約書等各書式作
成」、「価格査定書作成」などに関する相談にＩＴ委員

（山口支部会員、従業者５名）が解決のお手伝いに対
応致します。相談のお申し込みは、支部事務局（TEL 
083-923-3290）にまずはお電話ください。

業務委員会からのお知らせ
業務委員長　山 野 宏 治
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 新入会員のご紹介
岡﨑木材工業株式会社
代表取締役　岡﨑雄一郎
〒753-0872　山口市小郡上郷901番地23
TEL 083-922-1624　FAX 083-923-6036
山口県知事(1)第3702号

　この度山口支部に入会させて頂いた岡﨑木材工業㈱　岡﨑と申します。
　従来より、造作、家具、建具工事を生業とさせて頂いており、この度中古住宅の有効利用でなにかできないかと思
い、宅建業に参入させて頂きました。
　何ができるかは全くの未知数ですが、ご協力できることがありましたら、その節はどうぞよろしくお願いします。

◎新規入会
　岡﨑木材工業(株) 代　表　者　岡﨑　雄一郎
 専任取引士　岡﨑　玄二郎
◎代表者・専任取引士変更
　ダイシン都市開発(株)山口営業所
 (新)聴濤　勝美 （旧）兼田　尚樹
　大和ハウス工業(株)山口支店　　
 (新)黒井　克宣 （旧）東　　雅樹
　(有)タカラ不動産 (新)藤田　　良 （旧）藤田　和丈
　山陽土地(株) (新)林　　正治 （旧）林　　圭一
　(株)LIM　山口支店 (新)長崎　絵美 （旧）安部　大介
　積水ハウス不動産中国四国(株)山口営業所
 (新)沖廣　茂樹 （旧）久保　尚夫
◎専任取引士変更
　タマホーム(株)山口支店
 (新)佐伯　武志 （旧）海老谷　真
◎商号変更　 (新)(株)山口住宅　（旧）山口住宅(有)
◎退　　会
　(有)ニッセイ 代　表　者　山本　清枝
 専任取引士　西村　和彦
　(有)クリエート防長 代　表　者　石田　敏夫
 専任取引士　秋本　　淸

会　員　の　動　き 免許更新のお知らせ

業　者　名 書類提出期限

(株)トピア 令和２年11月10日

(有)エーライフ 令和２年11月16日

ユピキタス二の宮(株) 令和２年11月26日

(株)サポート 令和２年12月  7日

(株)Ant-hill 令和２年12月18日

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

去る８月26日㈬前回と同じく仁保のレインボーヒルズ泉
水原GCにて、令和２年度第１回ゴルフコンペが８組24名の
多数のご参加により盛大に開催されました。

今年は新型コロナウィルス感染の影響で開催を自粛して
おりこの時期に第１回の開催となりました。待ちに待った
ゴルフコンペ・・・当日は遠くの台風の影響か?!強風で難し
いコンディションとなりました。

そんな中、見事優勝の栄光を手にされたのは㈲トモ企画
の小林さんです。（グロス：94、ネット20.4）、準優勝は㈲ホー
ム不動産の渡邉さん、３位は國近不動産情報センターの國
近さんでした。実力の証ベスグロは、㈱きららの洲崎さん

（グロス：85）でした。同伴者に聞いたところ、洲崎さんは
長尺パターの調子がとても良くボールがカップに吸い込ま
れる様はまるでブラックホールのようだった！と言ってい

ました。（笑）
お忙しい中、そしてこのようなご時世

の中、多数参加いただきまして本当にあ
りがとうございました。

次回の開催は秋頃を予定しておりま
す。初参加の方も大歓迎ですので、お気軽にご参加下さい。

それにしても猛暑の中でのプレー後、みんなで掻き込ん
だかき氷、美味しかったな～(^^)

令和２年度　第一回ゴルフコンペ
総務委員　池 田 善 樹

スタート前の集合写真

優勝者：㈱トモ企画
　　　小林さん
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柳井yanai

令和２年度価格査定
　８月24日㈪、25日㈫支部事務局において標準事例地の価格査定を行いました。今年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止の対応として、「３つの密」を避けるため、地区別に２日間に分けて価格査定を行いました。13名の

方が参加され、事例地500ポイントを、１ポイント毎に数名の査定員が査定しました。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。

【１日目　柳井地区】

【２日目　田布施・平生・上関地区】

【１日目　周防大島地区】
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防府hohu

令和２年８月６日㈭に（一社）山口県宅地建物取引業協会
の地域貢献事業として、山口県総合医療センター（武藤院長）
に医療用キャップ・医療用ガウン・フェイスシールドを寄
贈させていただきました。
防府支部では、昨今のコロナ禍の影響を受けられている医

療従事者の方々に少しでもエールをお送りできたらとの思
いで、理事会で全会一致でこの事業を採択いたしました。
当日の贈呈式には、（一社）山口県宅地建物取引業協会の

尾村会長より目録を贈呈していただき、防府支部からは上
田支部長と担当理事の橋本が出席させていただきました。

８月29日㈯13時30分より防府市文化福祉センターにて、
防府市主催の「空き家対策セミナー・無料相談会」が開催さ
れました。
司法書士　中川陽介様の相続に関する講演の後に、空き家

問題の解決法や、空き家対策の制度について講演を行いま
した。
また、講演の後は、藤村副支部長による個別無料相談を行

い、来場者が抱える問題解決のお手伝いを行いました。た
くさんの方が、空き家・空き地に対して様々な問題を抱え
ておられます。
これからも、行政ともタイアップしながら、問題解決に努

めてまいります。」

地域貢献事業　医療器具の寄贈
業務委員　橋 本 龍 太 郎

令和２年８月20日㈭21日㈮の13時より、支部会議室にて
令和２年度の事例地価格査定を実施しました。
今年度はコロナ対策として、マスク着用、消毒液、部屋の

換気、体温の計測等充分に気を付け、２日間に分けて延べ
30名の参加をしていただきました。
無事800ポイントの査定を終了しました。

標準事例地価格査定実施
企画研修委員長　橋 本 龍 太 郎

空き家対策セミナー・個別無料相談会への参加
防府支部長　上 田 清 侍

左から橋本理事、山口県宅建議員団 島田教明様、
総合医療センター 武藤院長、県本部 尾村会長、上田 防府支部長
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◎専任取引士変更 ・（株）原工務店　　　　　　村谷　　剛　→　板村　勝彦
 ・（株）ファーストホーム　　池田　良章　→　中嶋　啓子
◎専任取引士増員 ・（株）ファーストホーム　　宮崎　孝治
 ・（株）ファーストホーム　　大平　和江

会　員　の　動　き

防府支部ゴルフコンペ開催
総務委員長　藤 村 泰 則

　７月29日㈬、山口市泉水原ゴルフクラブにて、令
和初の防府支部ゴルフコンペを開催しました。今回
は住宅メーカー等の方もお声掛けして、会員14名、
他14名の合計28人の参加を頂きました。コロナ禍で
参加が少ないのではないかと心配しましたが、無事
盛大に終わり安堵致しました。
　今年度は後２回を予定しておりますので、皆様お
声掛けしましたら快くご参加して頂くとたいへん幸

せます。
　結果は、　優勝　熊谷匡悦さん（セキスイハイム）、
２位　篠田智昭さん（土地家屋調査士）　、３位　白
田透理さん（一条工務店）でした。
　以上の方々おめでとうございました。
　あ！！上位には防府支部が誰もいませんが、これか
らも宜しくお願い致します。

始球式　片岡義正さん

始球式　渡邊弘信さん

優勝 準優勝 ３位
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周南shunan

７月６日　周南市・下松市２市で避難勧告が発令
法務委員長　原 田 浩 司

　７月上旬より梅雨前線の度重なる接近により線状降
水帯が幾度と発生致しました。
　周南地区（周南市・下松市･光市）でも河川の増水が
確認され、一時期は、５河川以上で氾濫危険水域を越
える状況でした。
　周南市・下松市では避難勧告が発令され、避難所が
各所開設されました。
　不動産業者として、重要事項説明書にて災害警戒区
域の説明は既に義務づけられておりますが、万が一被
災した場合に供えて、避難所の確認やそれぞれの協会
会員様にてどのような社会貢献が可能かを今一度検討
する時期にきていると思われます。
　具体的には、民間レベルでの一時的な居住部分空室
確保や、テナントスペースを避難所としての活用、修
繕協力関係者との事前の連携など挙げられるのではな
いでしょうか。
　また、７月17日には赤羽一嘉国土交通大臣の記者会
見にて、宅地建物取引業法施行規制の一部を改正する
命令の公布がありました。
　内容としては、不動産取引において、水害ハザード
マップにおける対象物件の所在地の説明を義務化するこ

とが、本年８月28日よりスタートすることになります。
　具体的には、各市町村が水防法に基づき作成された
水害ハザードマップを提示し、概ねの位置を説明する
ことが必要になります。
　協会会員皆様にて、最新のハザードマップを各市町
村のホームページに掲載されているものや印刷配布物
を活用して、相手方が水害リスクに関して誤認するこ
とがないように正しい情報を提供できるように致しま
しょう。

周南地区河川写真（一部抜粋しております。）

富田川（周南市）

錦川（周南市鹿野方面） 夜市川（周南市） 末武川（下松市） 坂本川（周南市）

切戸川（下松市） 島田川（光市）
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周南市の空家対策と宅建協会周南支部の取組み
業務委員　寺 岡 雅 喜

　さる7月30日、山口県宅建協会周南支部事務局に
て空家対策の一環として周南市より依頼を受け、電
話相談を実施しました。今回の対象地区は周南市熊
毛地区10数件で、寺岡業務委員と長谷川業務委員が
相談員となり、電話相談を致しました。
　個々の相談内容をまとめると、「早期売却したいが
どの程度費用がかかるのか」、「親が住んでいた家が
空家になった。自分達は住む気はないが、どうすれ
ば良いか」、「山もあるけど一緒に売買できるのか」、

「相続はどのように手続きするのか」等々様々なご相

談内容でしたが、即売却に繋がるような物件は少な
いように感じました。ただ、我々も不動産流通に携
わるものとして何とか知恵を絞り、少しでも流通の
促進に寄与できればと思い、アドバイスさせていた
だきました。
　宅建協会の会員としてこのような社会貢献活動を
継続的に取組むことが今後も必要ではないかと思わ
れました。会員皆様のより一層ご協力お願い致しま
す。

令和２年度宅地建物取引士資格試験における
新型コロナウイルス感染症への対応について

　支部協会員の皆様はご周知のこととは思いますが、今年度の試験に関しましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から試験会場の定員数が例年より減少しております。
各会員の社員様で受験を検討されている方で、早期の資格取得を迫られていない方につきましては今年度
の受験の自粛を促して頂きますようお願い申し上げます。

10月30日㈮　令和２年度第１回支部研修会
　 内　　容　不当要求防止責任者講習
　 講　　師　山口県警察本部　組織犯罪対策課
　 　　　　　暴力団排除係より
　 時　　間　13時30分～16時30分まで
　 講習会場　周南地域地場産業振興センター
　 住　　所　周南市鼓海町２丁目118番24
※�新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よりマス
ク着用が必須となります。
　ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

９月11日㈮　令和２年度価格査定
　時　　間　13時30分～
　場　　所　周南地域地場産業振興センター
　　　　　　懇親会は中止といたします。
※ 皆様のご参加お待ちしておりますが、感染防止対

策をよろしくお願い致します。

令和３年１月下旬～２月上旬
令和２年度第２回支部研修会（予定）
　内　　容　第１講　人権問題について
　　　　　　第２講　未定
　場　　所　周南地域地場産業振興センター（予定）

今後の周南支部行事のお知らせ
※令和２年９月11日現在の予定です。発行時には既に終了しているものもあるかと思いますがご了解下さいませ。
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岩国iwakuni

　令和２年８月６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。
　今年は新型コロナウィルスの影響も有り事
例地見直し委員も15名に縮小しソーシャル
ディスタンスを取りながらの作業となりまし
た。例年同様４班に分かれ803ポイントを確認
しました。
　７月１日発表の路線価格もほぼ横ばいで
あったこともあり前回からの変動は少なかっ
たようです。しかし今後は新型コロナウィルス
による価格への影響が懸念されるところです。
　今回の見直し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。

　令和２年８月４日15：00より事務局にて岩国支部第
４回理事会が開催されました。塩田支部長のご挨拶で
はコロナ禍の厳しい経営環境のお話や上原前会長 黄綬
褒章受章記念品の紹介がございました。また、瑞穂不
動産　森本隆司社長に役員退任感謝状贈呈が行われま
した。森本社長たいへんおつかれさまでした。ありが
とうございました。
　次に県本部関係報告として、塩田、松前、竹之内　
県理事３名よりそれぞれの委員会活動についての報告
がございました。県職員の支部へ出向についての施行
細則、全宅連契約書クラウド版（新ハトサポ）のリリー
ス、不動産無料相談員研修、不動産研修会、賃貸不動
産経営管理士講習など協議、報告が行われました。
　つづいて、岩国支部坂井総務委員長、松前業務委員長、
竹之内法務委員長より各委員会関連の協議事項、報告
事項が発表されました。その中で岩国支部としての社

会貢献事業についての協議や第１回・第２回支部講習
会について、令和３年１月12日㈫に開催予定として決
定いたしました。
　残念ながら今年に関しては、岩国支部恒例の全会員、
会員社員対象の大ビアガーデンは中止となりました。
来年はまたやりたいですね。

事例地見直し作業
業務委員長　松 前 康 宏

第４回理事会開催
法務副委員長　安 本 　 渉
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釣り場放浪記
　８月11日６時、７人の侍ならぬ７人の釣り師が遊漁船「ゆきか
ぜ」に乗組み、新港を出港、五目釣りに向かいました。夏場の６
時は、もうすっかりとあたりが明るくなっています。向かう先は、
上関の八島沖です。当初は大物狙いということで、ヒラメを釣り
に行く予定でしたが、このところウマヅラハギが好調に釣れてい
るということで、ウマヅラ中心の五目釣りに急きょ変更となりま
した。
　７時すぎ釣り開始。狙うタナは船長の指示で20ｍ。ウマヅラや
イサキの魚影がかなり濃いとのこと。仕掛けは、サビキかウマヅ
ラ仕掛けです。一投目で記念すべきヒットを放ったのは、季美の
住まい㈱の灘本さんでした。30㎝オーバーのウマヅラを釣り上げ
たかと思うと、立て続けにこれま
た30㎝オーバーのイサキを釣り上
げました。いやぁ、幸先がいいで
すねぇ。
　その後、このポイントは早々に
見切りをつけ、次のポイントへ移
動。しかし、食いが今一。夜明け
直後の朝マヅメで、魚達はお腹が
空いているはずなのに、釣れませ
ん。おまけに、いきなりスレてい
ます。
　３番目のポイントは、大当たり
でした。ウマヅラが大爆釣となり
ました。水深10ｍ～水面直下まで、
高活性のウマヅラがぎっしりと泳
いでいる状態です。一時間程入れ
食い状態が続き、ここまでの釣果
は、ウマヅラトップタイ２名が各
17匹で、その他の人もウマヅラ、
イサキとよく釣れました。
　その間、ウマヅラだけでなくヤ
ズを釣り上げた釣り師もいました。

青物の食いが落ちている時期に、よくぞ釣りました！。船の先端
では、一貫して青物を狙う釣り師が２名いました。釣り方は、メ
タルジグを使ったジギングおよびアジの泳がせ釣りです。なんと、
２人でハマチを３匹釣り上げていました。（……拍手！）
　ウマヅラの食いが落ちたところで、船は、当初予定していた大
物（ヒラメ）狙いに挑戦してみようということで、最後のポイン
トへ向かいました。皆、最後に一発大物を釣り上げようと頑張り
ましたが、天候が急に悪化し、大雨に見舞われた為、あえなく納竿。
　本日の釣りでは大物は釣れなかったものの、ウマヅラハギの食
いが絶好調で、船中大満足と言える釣行となりました。
 （瑞穂不動産　森本隆司）

真夏の五目狙い

役員10年表彰

　10年間役員という立場で、宅建協会の活動をみることができたことは、私
自身大へん勉強となり、また、よい経験となりました。
　これからも引き続き、宅建協会の行事には積極的に参加し、活動する所存で
すので、宜しくお願い致します。

瑞穂不動産　森 本 隆 司



　隣接土地所有者の排水管の一部が無断で自己の

所有地を通っているとして、排水管の撤去を求め

たが、当該請求は棄却され、隣接土地所有者が地

役権を有することの確認請求が認められた事例

（東京地裁　平成31年１月17日判決　棄却　ウエ

ストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　昭和61年４月、隣地土地所有者Ｙは、当時１筆

であった土地（後記概略図の土地全体）を分筆し、

同年５月、土地ア、イ、エ、オを宅建業者である

Ａ（以下「Ａ」）に売却した。土地アと土地ウは隣

接しており、その境界部分は段差になっていて、

土地ウが土地アよりも一段高い。本件排水管（後

記概略図の点線）は、土地アと土地ウの境界付近

は地上に表出しているが、そこから東側の公道に

通じる部分は本件土地の地下に埋設されている。

　その後の転売を経て、平成８年１月、Ｘは、宅

建業者であるＢ（以下「Ｂ」）との間で、土地ア及

びイを買い受ける旨の売買契約（以下「本件売買

契約」）を締結し、同年10月に引渡しを受けた。

＜概略図＞

　Ｘは、

① 本件排水管の存在は知らされていたが、Ｙが10

年後に撤去することになっているというＢの説

明を信じて本件売買契約を締結した。

② 平成18年11月頃、Ｙは、Ｘに対して、３年後

には排水管の撤去を行う旨確約したので、３年

後に本件排水管を撤去する旨の口頭での合意

（以下「本件合意」）が成立した。しかし、３年

後の平成21年11月頃になっても、本件排水管

は撤去されなかったので、Ｘは、Ｙに対し、本

件合意により、本件排水管の撤去を求めること

ができる。

と主張して、本件排水管の撤去を求めて訴訟を提

起した。

　これに対しＹは、

① 昭和61年２月、ＹはＡとの間で、土地アに本件

排水管が埋設されていることを確認し、同土地

の相互利用を認めたとする覚書（以下「本件覚

書」）を取り交わし、土地ウを要役地、土地アを

承役地とする地役権（以下「本件地役権」）を設

定する旨の合意をした。Ｘは、本件地役権の存

在を認識した上でこれらの土地を購入した。

② Ｙは、Ｘに対し、本件売買契約が締結されてか

ら10年後に本件排水管を撤去することを約して

いないので、ＢがＸにそのような説明をするこ

とはあり得ない。また、Ｙは、本件排水管の撤

去について、Ｘが主張するようなやり取りをし

ていない。

と反論し、本件地役権を有することの確認を求め

て反訴した。

－排水管の地役権－

所有地を通る隣地所有者の排水管の撤去請求が
棄却された事例

（東京地判　平31・1・17　ウエストロー・ジャパン）亀田　昌彦

最近の判例から
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２　判決の要旨

　裁判所は次のとおり判示し、Ｘの請求を棄却し、

Ｙの反訴請求を認容した。

（ＹとＡとの間の本件地役権設定の合意）

　本件覚書には、「地役権」という文言こそ用いら

れていないものの、そこで合意された内容は、Ａ

が、分筆前の土地ア、イ、エ、オを買い受けた後も、

土地ウを所有するＹに対し、同土地及び同土地上

の建物の排水の用に供されている本件排水管の敷

設及び利用の限度で、土地アの利用を認めるとい

うものであったと解される。そうすると、ＹとＡ

との間では、本件覚書を取り交わしたことにより、

本件地役権を設定する旨の合意が成立したものと

認めるのが相当である。

　また、Ｘは土地アに本件排水管が通過している

ことについてＢから説明を受け、これを認識した

上で土地ア及びイを買い受けているから、Ｙは本

件地役権に係る地役権設定登記なくしてこれをＸ

に対抗し得る。

（ＸとＹとの間の本件排水管撤去の合意）

　本件売買契約に係る重要事項説明書には、土地

アに本件排水管が通過している旨が記載されてい

るものの、これが10年後に撤去されることは記載

されていない。土地アから本件排水管が撤去され

るか否かは、Ｘが購入する土地の利用に関する重

要な事実といえるから、重要事項説明書にかかる

記載がないことは、本件売買契約締結時において、

10年後に本件排水管の撤去が予定されていたとい

う事実が存在しなかったことを窺わせる事情とい

える。

　また、Ｘは、本件売買契約締結時に、Ｂから10

年後に本件排水管が撤去される旨説明を受けたこ

とは明確に記憶していると述べる一方で、このこ

とが重要事項説明書に記載されていないことにつ

いては、よく分からないなどと曖昧な供述をして

いることからすると、Ｘが同日の事実関係を正し

く記憶しているかについては疑問が残るといわざ

るを得ない。

　Ｘは、本件売買契約締結から10年以上が経過し

た平成18年11月頃、Ｙとの間で、口頭で本件合

意をした旨主張するが、土地アから本件排水管を

撤去するための工事方法等の具体的検討やこれを

踏まえた話合いが行われた形跡は証拠上うかがえ

ない。また、これを撤去することが明確に合意さ

れていたのであれば、その内容を具体的に定めた

合意書等の書面が作成されるのが通常であり、か

かる合意が口頭でのみ取り交わされたとするＸの

供述は、不自然である。

　さらに、本件覚書の内容からは、Ｙが自らの負

担において土地アから本件排水管を撤去するなど

ということは想定されていなかったものと認めら

れるところ、Ｘの供述によっても、Ｙが、Ｘとの

間で、工事費用等の少なくない経済的負担を伴う

ことになる本件排水管の撤去を約するに至った経

緯は判然とせず、このような合意をすることの合

理性も認められない。したがって、ＸとＹとの間

で、本件合意が成立していたとは認められない。

３　まとめ

　過去の最高裁判例では、通行地役権の承役地が

譲渡された場合において、譲渡時に承役地が要役

地の所有者による継続使用が客観的に明らかであ

り、かつ、譲受人がそのことを認識していた又は

認識が可能であったときは、譲受人が通行地役権

の設定を知らなかったとしても、特段の事情がな

い限り、地役権設定登記の欠缺を主張できないと

された事例（最二判平10・２・13）がある。本判

決もこれに沿ったものであり、実務上参考になる。

 （元調査研究部調査役）

（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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今後の（一社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程
■日　　　時：令和２年12月８日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が令和３年４月６日から
　　　　　　　　　　　　令和３年６月７日までの更新の方
■案内発送日：令和２年10月８日（木）
■申込み期間：令和２年11月５日（木）から11月13日（金）

■日　　　時：令和３年２月９日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が令和３年６月８日から
　　　　　　　　　　　　令和３年８月８日までの更新の方
■案内発送日：令和２年12月10日（木）
■申込み期間：令和３年１月７日（木）から１月15日（金）

※新型コロナウイルス感染症への対応により変更する可能性があります。
　今後の予定は決まり次第協会ホームページでお知らせします。

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。

※ 宅地建物取引士資格登録等登載事項（住所・勤務先等）に変更がある方は、変更登録申請書（様式第７

号）により、山口県庁住宅課で変更手続きをしてください。

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
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受講料 8,000円（税別）

資格登録証

不動産取引実務の基礎知識修得を目
的とした通信教育資格講座です。

宅建業従業者、経営者、宅建取引士、
消費者問わず、不動産取引に関わる
すべての方に最適です。ご自身の知識
や実務の再確認として、さらに会社の
従業者研修としても利用されています。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
くわしくはWebで　http://www.zentaku.or.jp/training/career/

検 索不動産キャリアパーソン  で　

めざせ！不動産
キャリアパーソン

取引実務の基礎を網羅
［ 不動産キャリア ］サポート研修制度

®

不動産取引の「実務」を基礎から学べる！
従業者教育のツールとしても最適！
宅建アソシエイトや宅建士への
ステップアップをめざすあなたにも！

イメージキャラクター  佐藤まり江 さん

資

テキスト
+Webで
いつでも
学習

不動産キャリアパーソン®とは

頑張るあな
たを

応援します
！
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 山口 （1）3702 岡﨑木材工業㈱ 岡﨑雄一郎

2 宇部 （5）2902 ㈱ファーストホーム宇部店 細田　隆志

3 岩国 （5）2902 ㈱ファーストホーム岩国店 菊池　弘典

4 下関 大（10）3122 積水ハウス不動産中国四国㈱下関営業所 久保　尚夫

退　　会

1 萩 （14）552 ㈱AKC 松村　孝明

2 周南 （6）2646 ㈲アクセス 古賀　範基

3 山口 （5）2866 ㈲ニッセイ 山本　清枝

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

4 山口 （4）2986 ㈲クリエート防長 石田　敏夫

5 周南 （4）3075 ㈲ライフアップ周南 大林　英之

6 下関 （2）3397 ㈱エコビルド熊野店 安成　信次

7 山口 （1）3493 ㈱ライフデザイン研究所 小田　博隆

8 岩国 （1）3538 ㈱ユニアル 福本　寛之

9 岩国 （1）3661 山口県農業協同組合岩国統括本部 善村　修之

入　退　会　等

協 会 の 動 き
６月

１ 月 第３回理事会 於 会館 出席者22名

４ 木 第１回全宅連中国・四国地区
連絡会 於 広島 尾村

５ 金 全宅管理第１回理事会 書面決議 主計

９ 火 第２回宅建取引士法定講習会 自宅学習

19 金

中国地区不動産公正取引協議会
理事会

於 山口

出席者４名

中国地区不動産公正取引協議会
総会 出席者12名

22 月 西日本不動産流通機構定時総会 於 広島 尾村、上原

25 木
第２回総務委員会

於 会館
出席者10名

第１回職場改善特別委員会 出席者７名

７月

２ 木 第２回業務委員会 於 会館 出席者９名

７ 火 第２回法務委員会 於 会館 出席者９名

14 火 山口県居住支援協議会
総務専門部会 於 山口 出席者５名

27 月 第２回職場改善特別委員会 於 会館 出席者４名

７月

29 水
全宅連定時総会

於 委任状 尾村
全宅保証定時総会

８月

３ 月

第３回職場改善特別委員会

於 会館

出席者９名

臨時総務委員会 出席者12名

第２回常務理事会 出席者９名

第４回理事会 出席者28名

４ 火 第３回宅建取引士法定講習会 自宅学習

６ 木 全宅連・全宅保証第２回理事会 WEB 尾村

19 水 令和２年度賃貸不動産経営管理
士講習 於 会館 原田

20 木 第２回全宅連中四国地区連絡会 於 岡山 尾村

25 火 不動産無料相談所相談員研修会 於 会館 出席者44名

27 木 第２回試験事務説明会 於 岡山 清水、中島

28 金

全宅連・全宅保証第３回理事会 WEB 尾村

全宅連・全宅保証理事・監事
研修会 WEB 尾村、上原

※�宅建やまぐち第215号に掲載しております退会会員代表者名において誤りがございました。
　�下関支部いしみつ不動産石光悦子様の氏名が石川悦子様と標記しておりました。
　ここに謹んでお詫び申し上げます。
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支部お薦めシリーズ
73

下関支部

時事
 雑想

　この宅建やまぐちが発行
されているころは、少しは
コロナウイルスが落ち着い
ていることを、心から祈っ
ています。前回この時事雑
想を書かせていただいた時

は、２年後の東京オリンピックの事を書いていましたが、
まさか延期になるなんて、誰も想像していなかったと思
います。本当に来年出来るのかと心配になりますが、開
催できることを心から念願して、少しでも早いコロナウ
イルスのワクチン開発を、願うばかりです。
　東京オリンピックと言えば、新国立競技場を設計され

た隈研吾氏ですが、今回の裏表紙に掲載させていただい
た、川棚温泉交流センター愛称「川棚の杜」を設計され
ています。今、日本を代表する、設計者の一人に挙げら
れる隈研吾氏の作品が、地元下関市にある事は、設計士
の端くれである私にとって、少し誇らしく思えます。住
宅を主に設計している私とでは、天と地程の差がありま
すが、私も誇りを持って一級建築士として頑張っていま
す。私の事はさておき、隈研吾氏の作品をご覧なりたけ
れば、下関市にお寄りください。川棚温泉で身体を癒し、
瓦そばで胃袋を癒し、川棚の杜で目の保養をしてくださ
い。おいでませ下関へ、よろしくお願いいたします。

下関支部　清　水　謙　治

発行人　会長　尾　村　成　一　　　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

1954年	 横浜生まれ
1979年	 東京大学建築学科大学院修了
1990年	 隈研吾建築都市設計事務所設立
2001年〜2009年	 慶應義塾大学教授
2007年〜2008年	 イリノイ大学客員教授（アメリカ）
2009年	 東京大学大学院教授

建築家

隈	研吾
Kengo	Kuma

(c)dbox

山あいのランドスケープに溶け込む多面体形式の建築

　川棚温泉でまず何より感じたのは、自然の力強さ・美しさです。訪れるたび
にふとした瞬間に、さすが山頭火が愛した場所だなと感心させられる自然の豊
かさがあります。この「川棚の杜」は、そんな豊かな自然と呼応するような有
機的（ORGANIC）な建築になることを目指して設計しました。20世紀の旧態
依然とした建築物では、どうもこれからの時代の社会や環境に対応することは
できないのではないかということが世界中でいわれはじめています。それぞれ
の地域の質や伝統を見直し、これからの100年の核となる建築をつくる。ここ
川棚では、僕たちは自然の強さに、時代を超越した本質的な強さを感じ取りま
した。この「川棚の杜」は、地域を支える交流施設でありながら同時に鍾乳洞
や山のような地形そのものであるような建築です。この場所で活動する人の記
憶にいつまでも残り、今までにない文化の根が生えていくことを期待します。
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