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新年のご挨拶
尾村成一

会 長

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は宅建協会に対し格別のお引き立てを賜り誠に

ます。協会は皆様からの会費で成り立っています。会員

ありがとうございました。本年も変わらぬご支援ご協力

が減れば当然協会経営は苦しくなり会員サービスも縮小

のほどよろしくお願い申し上げます。また、新年を迎え

せざるを得なくなってきます。表のように会員数は徐々

るにあたり会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上

に減ってきています。例年新規入会者は20社～30社あ

げます。

りますが、それ以上に廃業・退会があるということです。

昨年は “新型コロナ” で始まり、“新型コロナ” で終わり

世代交代もありますし、県下の人口減少もあるでしょ

ました。４月16日から５月14日まで全国に発令された

う。しかしこれ以上減らせないとの思いで「新規開業セ

「緊急事態宣言」は初の経験でした。その間には会社へ

ミナー」や会員募集CM、協会のイメージアップCM、会

の出勤も自粛ムードとなり、一部の企業や業種はリモー

員の協力を得て看板の設置も行っています。また、会員

トワーク（在宅勤務）やWeb会議とかで人の移動を少な

を減らさない工夫として「（仮称）事業承継相談室」も準

くする方針に転換。これらはアフターコロナの時代に

備中です。もちろん他団体より魅力のある協会にしなけ

なっても増えていくものと思われます。いわゆる「新し

ればいけないことは充分に理解をしています。会員の皆

い生活様式」がコロナを契機に急激に始まっているよう

様方も開業を考えておられる方がいらっしゃいましたら

です。多くの専門家はコロナが収まっても元の状態には
戻らないだろうと言っています。
不動産業界においても「ウィズコロナ」時での対策、
「アフターコロナ」後の対策を充分検討しておかないと
いけない時だと思われます。すでに都市部ではリモート
ワークの普及により会社への出勤が週１～２回で済むよ
うになったため、環境が良く土地の安い郊外に家を建て
る人が増えてきたとか。間取りにおいてもリモートワー
クがしやすい専用のブースを設計時から用意する人が増
えてきているようです。また、オフィスでも都心部の大
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今年度当協会は「新規入会者の増強」に力を入れてい

基

準

日

会員数

平成12年（2000年）
７月１日現在 1,111社
平成17年（2005年）
８月１日現在 1,020社
平成22年（2010年）
８月１日現在

899社

平成27年（2015年）
８月１日現在

862社

令和 ２年（2020年）
８月１日現在

844社

会員名簿より

「一般社団法人

是非当協会をご推
薦ください。また、
廃業を考えておら
れる会員の方は廃
業を決める前にぜ
ひ本部の相談室に
ご相談ください。

山口県宅地建物取引業協会」

創立60周年について

面積オフィスの需要が減り、郊外のオフィスビル内を小

平成元年3月に発行された “協

さく区切った「シェアオフィス」がリモートワーク専用

会のあゆみ” によると、我々が

スペースとして、“自宅では集中できない方” あるいは “自

加盟する山口県宅地建物取引業

由出勤” の方の需要が増えているようです。都市部と地

協会は、昭和35年（1960年）に

方とは違う部分もあるとは思いますが、住宅における賃

発足した「山口県宅地建物取引

貸や売買、オフィス需要等においてアフターコロナ後は

委員会」
（昭和42年に「（社）山

ニーズの傾向、案内方法、契約方法は確実に変わって

口県宅地建物取引業協会」に名

くるのではないでしょうか。今後我々地方の不動産業界

称変更）が前身であり、それか

のアフターコロナ後において何がどう変わっていくのか

ら数えると今年度（2020年）が

しっかり見据え、その対応策を準備していく必要がある

創立60周年と節目の年となりました。総務委員会におい

と思われます。

てその記念に当協会の会員および一般消費者の皆様に、

私見で一言。リモートワークやWeb会議は時と場合に

感謝の気持ちを込めて何か記念となる行事が出来ないか

よっては便利なのでしょうが、私は基本的に「直接面談」

と検討してきました。しかしながらご承知のとおり “新

を大事にしたいと思っています。直接会ってしっかり話

型コロナ” で何もできませんでした。来年度新型コロナ

をしてこそお互いの信頼関係が生まれてくると思ってい

が多少収まっていれば記念行事を是非行いたいと考えて

ます。

います。その時はぜひご協力のほどお願い致します。

新年挨拶・60周年祝辞
（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会
会 長 坂 本
久
令和３年の年頭にあたり、ご挨拶申し上げます。

たは建物の買主等の利益の保護を図るため、建物の構造体

昨年は年明けより全世界で新型コロナウイルスの感染が

力上主要な部分などの状況調査の実施者の斡旋に関する媒

拡大し、未だ終息が見えない状況です。昨年末より欧州に

介契約書への記載や重要事項説明では調査結果について

てワクチン接種が始まりましたが、我が国でも接種体制の

求められております。

整備が急務であります。
このような中、次期バイデン政権の外交・経済・環境政

また、貴協会では、安心・安全な既存住宅の流通市場整
備、拡大に貢献すべく、インスペクション制度の確立、瑕

策等が注目されると共に、国内では菅政権による規制改革、

疵保険制度の推進に取り組まれており、会員に対して積極

脱炭素化、デジタル化が推進されております。

的な働きかけを行っておられます。この取り組みは、会員

昨年末の税制改正では商業地、住宅地等の固定資産税
の据え置き、住宅ローン減税の期限延長、面積要件の緩

を通じ消費者や行政からも高く評価されものであり、今後
も大きな期待が寄せられるものであります。

和がなされ、経済対策では地方移住の住宅ポイント制度

加えて、貴協会では、取引の適正化及び公正な取引の

の創設等、コロナ禍での生活様式を考慮した対策がなさ

実現に向け宅地建物取引業法及び関係法令の普及啓発、

れました。

遵守に積極的に取り組んでおり、各種関係法令や制度の

本会では昨年８月よりハトマークWeb書式作成システム

改正に関する事項などをわかりやすく解説し、広報誌や

を稼働させ、売買・賃貸計約60,000件の書式が作成され

ホームページを活用しいち早く周知・情報提供に努めら

ました。本年の通常国会ではデジタル化一括法案が上程さ

れています。

れ、不動産取引でも非対面契約が可能となる見込みです。

さらに、その専門性と組織力を活かし、山口県知事の指

本会としてもデジタル化に対応すべく書式作成システムで

定する試験実施機関として、会員からの協力のもと「宅地

蓄積されたデータの活用やWeb研修システムの整備、電子

建物取引士資格試験」を適確に運営されるとともに、宅地

契約システムの構築を進めていく所存です。

建物取引士の一定の資質の維持・向上のための「宅地建物

さて、ここに、一般社団法人山口県宅地建物取引業協
会が創立60周年を迎えられましたことを心よりお祝い申
し上げます。

取引士法定講習会」にも取り組んでおられます。
この他、会員への支援事業として取り組んでおられる物
件情報検索サイト「ハトマークサイト山口」の利用促進に

貴協会は、昭和35年６月に山口県宅地建物取引員会と

向け、標準事例地の管理及び価格査定システム利用の推進

して発足、同36年６月に山口県知事の許可を受けて社団法

などの支援策、また、管理業務の適正な運営と借主と貸主

人として設立、同42年６月に山口県宅地建物取引業協会に

の保護を目的とした賃貸住宅管理業等の適正化に関する法

名称を変更し、平成25年４月には、一般社団法人へ移行さ

律の施行を見据え、一般社団法人全国賃貸不動産管理業

れ、宅建業の健全な発達並びに消費者保護に努められ、山

協会山口支部の適切な運営に努められておられます。

口県民の住生活の安定向上に寄与されてきました。
不動産無料相談や安心・安全な取引実現のための各種
情報提供を通じ消費者保護に取り組まれるとともに、近年
では行政との連携のもと、全国的な課題である空き家問題

昨今は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、消費者の
ライフスタイル、ライフワークは新しい生活様式の推奨な
ど、これまでとは大きく変わりつつある環境であります。
不動産業界も例外ではなく、これまでとは違った新たな

の解決に向け「ハトマーク空き家無料相談会」を開催され、

取り組み姿勢が求められており、新型コロナウイルス感染

地域における喫緊の課題へ積極的に取り組んでおります。

の防止と経済活動の維持が課題であろうかと思われます。

会員への支援事業としては、宅地建物取引業法をはじめ

全宅連では、山口県宅建協会をはじめとするハトマーク・

とする関係法令の遵守・指導・助言にも尽力されており、

グループが一体となり、会員とともにこの難局を乗り越え

また、専門的知識・技能の普及のため常に最新の情報提供

ていくものと確信しております。

に心がけた各種の研修会を開催するなど人材育成事業にも
傾注をされているところであります。
宅地建物取引業法では既存住宅の流通の促進と宅地ま

皆様方には、創立60周年を一つの節目として、今後の
ご繁栄とご健勝を心より祈念いたしましてお祝いの辞とさ
せていただきます。
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新年のご挨拶・60周年祝辞
山口県知事

明けましておめでとうございます。
皆様方には、平素から、県政全般にわたり、格別の御
支援と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚くお
礼申し上げます。
また、山口県宅地建物取引業協会が創立60周年を迎え
られましたことに、心からお祝いを申し上げます。
貴協会におかれましては、昭和35年に山口県宅地建物
取引委員会として発足されて以来、宅地建物取引士に対
する法定講習や資格試験の実施、倫理規程等の各種研修
の充実を図るなど、本県不動産業界の中核的組織として、
業界の健全な発展に大きな役割を果たしてこられ、その
他にも、県が進める空き家対策に係る相談活動や建物状
況調査（インスペクション）の活用促進、住宅確保要配慮
者への居住支援、三世代同居近居パスポート事業等の取
組への御協力など、本県の不動産流通の円滑化や、子育
てしやすい環境づくりの推進にも大きく貢献していただい
ているところです。
これもひとえに、尾村会長をはじめとする歴代の役職員
の皆様の長年にわたる御尽力と御努力の賜であり、ここに
深く敬意と謝意を表する次第です。
さて、県政においては、直面する新型コロナウィルス
感染症の危機を乗り越えるとともに、コロナ禍から生まれ
た変化を県政推進に確実に取り込み、コロナの時代にあっ
ても「活力みなぎる山口県」の実現に向けた取組を力強く、
スピード感を持って前へ進めていく、充実した一年にした
いと考えています。
新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、
何よりもまず取り組むべきは、更なる感染拡大を防ぎ、県
民の皆様の命と健康を守ること、そして、暮らしの安定を
確保し、地域経済を回復基調に乗せていくこと、これが目
下の最重要課題です。
一方で、このコロナ禍を契機に、社会全体のデジタル
化の必要性が改めて強く認識されるとともに、テレワーク
の急速な普及に伴い、時間や場所にとらわれない「働き方
の新しいスタイル」が広がりつつあるなど、国民の意識や
行動に大きな変化が生まれています。
私は、こうした社会変革の動きをしっかりと捉え、国の
政策にも的確に対応しながら、危機から生まれた変化をこ
れからの成長へつなげる取組をさらに加速させたいと考
えています。
感染拡大の防止に向けては、県民の皆様にとって身近
な地域での診療・検査体制を確保し、医療提供体制の一
層の充実を図るとともに、感染者の急増につながるクラス
ター対策を強化するなど、引き続き、関係機関との連携
4

村岡嗣政

の下、万全の対策を講じてまいります。
同時に、中小企業制度融資等による県内経済の下支え
や、落ち込んでいる観光需要、県産農林水産物の消費需
要の喚起などに取り組み、社会経済活動を段階的に引き
上げてまいります。
これからの社会変革において、その原動力となるのが
デジタル化です。本県としても、官民を挙げて社会全般
にわたるデジタル化を強力に進め、デジタル技術による
変革、いわゆるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
の取組を加速させてまいります。
まずは、
県自らが、
行政手続のオンライン化やワンストッ
プ化等に取り組み、県民や事業者にとって利便性の高い
デジタル・ガバメントの構築を急ぐとともに、全県的なＤ
Ｘ推進のための新たな拠点を設置し、市町や企業等のＤ
Ｘの取組を支援してまいります。
「やまぐち産業イノベーション戦略」においても、新た
に「デジタルトランスフォーメーションの加速」を視点に
加え、ＭａａＳやスマートファクトリーなどの先導的事例
の創出や、本県の強みである「ものづくり」の技術とデジ
タル技術の融合によるイノベーションの創出支援等の取
組を進めてまいります。
また、テレワークの経験等を通じて、現在、都市部の
若い世代を中心に高まっている地方移住への機運を、本
県へしっかりと呼び込んでまいります。その際には、移住
の受け皿となりうる空き家の一層の利活用に向けて、市町
や関係団体などと緊密に連携し、空き家対策に取り組ん
でまいります。
そして、こうした本県の将来を担う多くの人材を育成す
るため、策定予定の「山口県新たな時代の人づくり推進方
針」に即して、学びへの意欲を持つ子どもや若者にあまね
く必要な教育を提供するとともに、
「志」を育て、実現に向
けた行動を支援する取組をさらに加速してまいります。
コロナとの共存を前提とした「新たな日常」の中で、デ
ジタル化等による変革の恩恵をすべての県民が享受し、
これまでよりも豊かで安心・安全に暮らすことができる。
私は、こうした社会こそが、コロナの時代にあって本県が
目指すべき未来の姿であると考えています。
その実現に向け、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、県民の皆様の御理解と
御協力をどうぞよろしくお願いします。
終わりに、この記念すべき60周年を契機とされ、貴協
会の益々の御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を心か
らお祈りいたしまして、私のお祝いの言葉といたします。

令和３年

新年のごあいさつ・60周年記念祝辞
山口県宅建県議団団長
山口県議会議員

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、穏やかな新年をお迎え
のことと、謹んでお慶びを申し上げます。

塩満久雄

国政に目を転じますと、７年８カ月続いた安倍内閣か
ら新たに菅内閣が発足しました。安倍前総理には、在任
中、持ち前の強い信念と卓越した決断力、そして強力な
リーダーシップにより、安定した政権運営を担われると

私も新たな心持ちで、山口県議会議員として、山口県

ともに、経済再生や外交・安全保障、地方創生など、多

宅建県議団団長として、コロナ禍を乗り越え、笑顔と希

岐にわたる数々の実績を挙げられました。これまでの多

望に満ちた故郷のために、そして、山口県の振興・発展

大なるご尽力とご功績に対し、心から敬意と感謝の意を

に向け、一層邁進してまいります。

表する次第であります。

そして、山口県宅地建物取引業協会におかれましては、

また、菅内閣におかれましては、国民のために働く内

本年、記念すべき設立60周年を迎えられます。現在は

閣として、新型コロナウイルス対策と経済の両立、デジ

県内の宅建免許業者の８割が加入されている県下最大の

タル社会の実現、活力ある地方創りなど、成長戦略の実

業界団体として、60年の長きにわたり、宅地建物取引業

行と地方創生に加え、防災・減災、国土強靱化への継続

の適正な運営の確保並びに健全な発展を図られ、公共の

的な取組の実現に向け、着実に遂行していただきたいと

福祉に寄与されてきたことに敬意を表します。

期待しております。

また、貴協会では、既存住宅の流通促進や空き屋問題

一方、県政においては、村岡知事のもと、
「やまぐち維

など、多くの課題が山積している中、既存住宅取引の安

新プラン」や「第２期山口県まち・ひと・しごと創生総合

心と安全の確保、取引量の拡大に努められるとともに、

戦略」に加えて、昨年10月に「『コロナの時代』に対応す

会員の皆様の経営基盤の強化・業務支援を通じて、快適

るための施策推進方針」を策定され、デジタルトランス

で住みやすいまちづくりの推進に向け、住宅行政の円滑

フォーメーションの推進に向けた、各分野におけるデジ

な運営に多大なご尽力をいただいておりますことは、誠

タル化の取組強化など、
「活力みなぎる山口県」の実現に

に心強く、厚く御礼申し上げます。

向けて、県づくりの取組を再び前に進められているとこ
ろです。

さて、昨年を振り返りますと、令和として初めての新年
を迎えた頃は、全く予想もできなかった、新型コロナウイ

私たち県議会も、社会全体のデジタル化をはじめと

ルス感染拡大の影響が深刻化し、全世界を震撼させ、コ

する国の政策とも緊密に連携しながら、本県を取り巻く

ロナ一色の一年であったと言っても過言ではありません。

様々な環境変化に的確に対応することにより、村岡県政
をしっかり支え、コロナの時代の県づくりの取組が力強

国内では、緊急事態宣言に伴う移動等の自粛や、オリ
ンピック・パラリンピックの延期など、経済活動や社会

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。

活動が瞬く間に停滞してしまいました。未だに新型コロ
ナウイルス感染拡大の波が、繰り返し到来している中で、

結びに、本年は丑年です。牛は昔から食料としてだけ

経済回復のための更なる需要喚起や「新たな日常」を通

でなく、農作業や物を運ぶときの労働力として、人間の

じた質の高い経済社会の実現に向けて、国、地方をあげ

生活に欠かせない動物でした。勤勉によく働く姿が「誠

て、懸命な取組が実施されています。

実さ」を象徴し、身近にいる縁起の良い動物として十二
支に加えられたそうです。どうか、皆様にとりまして、

海外の話題では、コロナ禍の中で、11月のアメリカ大

縁起の良い一年になることを心からお祈りいたしますと

統領選挙において、ジョー・バイデン氏が勝利し、第46

ともに。県議会に対しまして、本年も変わらぬご支援、

代大統領に選出されることとなりました。自由主義国の

ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のごあいさ

盟主としての役割が期待されているところです。

つといたします。
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協会のあゆみ
（一社）山口県宅建協会動向
5.20
6.17
8.31
平成22年 9.14
10. 9
2010
9
17
27
11.23

第51回通常総会
西日本不動産流通機構総会
不動産無料相談所相談員研修会
第１回山口県不動産研修会
やまぐち住宅フェア（２日間）
山口県もうひとつのふるさと探しin大阪
平成22年度宅建試験
新規免許業者研修会
50周年記念式典祝賀会

1.20 公益法人制度改革説明会（年５回）
2.17 第２回山口県不動産研修会
5.23 第52回通常総会
6.23 西日本不動産流通機構総会

平成23年
2011

8. 8 地域の安全対策に関する覚書調印式
23 不動産無料相談所相談員研修会
9.10 やまぐち住宅フェア（２日間）
12 第１回山口県不動産研修会
10.16 平成23年度宅建試験
23 山口県ＵＪＩターンセミナー大阪
27 新規免許業者研修会

平成24年
2012

2. 7
3. 5
5.21
6.19
7.13
8.31
10.14
21
29
11. 1

第２回山口県不動産研修会
会館防水・外壁改修工事契約書締結
第53回通常総会
西日本不動産流通機構総会
災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供に
関する協定書締結式
不動産無料相談所相談員研修会
山口県ＵＪＩターンセミナー（大阪）
平成24年度宅建試験
第１回山口県不動産研修会
新規免許業者研修会

1.23 宅建起業セミナー
29 第２回山口県不動産研修会
2.22 中古住宅流通活性化「宅建業者向け」セミナー
4. 1「社団法人」から「一般社団法人」に名称変更
5.21 第54回定時総会
平成25年 6.17 西日本不動産流通機構総会
8. 1 中古住宅流通活性化セミナー（年７回）
2013
8 不動産無料相談所相談員研修会
27 第１回山口県不動産研修会
10.20 平成25年度宅建試験
26 中国四国もうひとつのふるさと探しフェアＩＮ大阪
11. 8 新規免許業者研修会
1.28 第２回山口県不動産研修会
5.23 第55回定時総会
26 居住支援協議会設立準備会
6.19 西日本不動産流通機構総会
24 中古住宅流通活性化、ハトマークＲ住宅研修会
平成26年 7. 1 第１回山口県不動産研修会
8. 4 不動産無料相談所相談員研修会
2014
22 ハトマークＲ住宅推進協議会 設立準備会
10.19 平成26年度宅建試験
11. 6 新規免許業者研修会
21 全宅管理会員研修会
12.24 第２回居住支援協議会設立準備会
2. 2 第２回山口県不動産研修会
平成27年 3.10 ハトマークＲ住宅特別研修会
4.21 ハトマークＲ住宅研修会（一般・特別）
（年３回）
2015
5.26 第56回定時総会
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業界・社会情勢
5. 「国土交通省成長戦略」を発表
6. 菅直人内閣発足
子ども手当支給開始
8. 国交省が「低酸素都市づくりガイドライン」策定
10. 日本賃貸住宅管理協会がめやす賃料表示を開始
日銀、Ｊリート投資口の直接買い入れを発表
3. 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災）発生
福島第一原発１号機の原子炉を覆う建屋が爆発により
破損
6.「総合特別区域法」が成立し、
「総合特別区域制度」創設
7. 地上アナログテレビ放送が停波、地上デジタル放送に
完全移行
女子サッカーワールドカップ・ドイツ大会でなでしこ
ジャパン初優勝
改正都市再生特別措置法施行（特定都市再生緊急整備
地域の制定等）
「マンション標準管理規約」改正
8. 国交省、現状回復をめぐるトラブルとガイドライン
（再改定版）を発表
9. 野田佳彦内閣発足
11. フラット３５Ｓエコ、復興支援・住宅エコポイント制
度の創設が決定
12. 賃貸住宅管理業者の登録制度がスタート
2. 復興庁が発足
3. 国土交通省が「中古住宅リフォームトータルプラン」
策定
5. 東京スカイツリー開業
6. 国交省「不動産流通活性化フォーラム」の提言をまと
める（不動産流通システム改革のための５つの柱を
提示）
7. ロンドンオリンピック（夏季）開催
10. 山中伸弥京大教授がＩＰＳ細胞でノーベル賞受章
12.「都市低炭素化促進法」施行（低炭素まちづくり計画
の作成、低炭素建築物の普及促進等）
安倍晋三内閣発足
1. 復興特別所得税導入
3. 安倍首相がＴＰＰ交渉参加を表明
4. 改正犯罪収益移転防止法施行
6. 富士山が世界文化遺産に登録
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が成立
（特別目的会社（SPC）による現物不動産の取得を解禁）
9. 2020年夏季オリンピックの開催都市が東京に決定
2. ソチオリンピック（冬季）開催
3. 宇宙飛行士の若田光一氏が日本人初の国際宇宙ス
テーションの船長に就任
4. 消費税が５％から８％に増税
消費税引き上げに対応した「すまい給付金」
「住まい
の復興給付金」制度発足
6. ユネスコの世界文化遺産委員会で富岡製糸場と絹産
業遺産群の世界文化遺産登録が決定
改正宅建業法が成立（宅地建物取引主任者の名称変更等）
7. 国土交通省が「国土のグランドデザイン2050～対流
促進型国土の形成～」を公表
11.「空家等対策の推進に関する特別措置法」成立
政府、消費税10％引き上げの先送りを表明
1. ISIL（イスラム過激派組織）による日本人拘束事件
4. 宅地建物取引主任者が宅建士となる（宅建業法改正
施行）

（一社）山口県宅建協会動向
6.10
17
7. 2
6
14
28
平成27年
8.28
2015
10.18
24
11. 9
10
23
12. 4

居住支援協議会設立準備会
西日本不動産流通機構総会
ハトマークＲ住宅研修会（第３回）
（年５回）
第１回山口県不動産研修会
山口県居住支援協議会設立総会
ハトマークＲ住宅推進協議会
不動産無料相談所相談員研修会
平成27年度宅建試験
ふるさと探しフェア2015（大阪）
新規免許業者研修会
ハトマーク空き家無料相談員セミナー
ハトマーク空き家無料相談会
中古住宅流通活性化策説明会（年７回）

2. 8 第２回山口県不動産研修会
5.27 第57回定時総会
6.24 西日本不動産流通機構総会

平成28年
2016

24 ハトマークＲ住宅推進店一日研修会（年５回）
8.29 不動産無料相談所相談員研修会
9.13 第１回山口県不動産研修会
10.16 平成28年度宅建試験
11. 8 新規免許業者研修会
23 ハトマーク空き家無料相談会

2. 7
5.26
6.22
7.18
平成29年 8.21
29
2017
9.14
10.15
27
11.23

第２回山口県不動産研修会
第58回定時総会
西日本不動産流通機構総会
山口県居住支援協議会総会
平成29年度賃貸不動産経営管理士講習（２日間）
不動産無料相談所相談員研修会
第１回山口県不動産研修会
平成29年度宅建試験
新規免許業者研修会
ハトマーク空き家無料相談会

2.22 第２回山口県不動産研修会
5.25 第59回定時総会
6.22 西日本不動産流通機構総会
7.19 山口県居住支援協議会総会
8.20 平成30年度賃貸不動産経営管理士講習（２日間）
28 不動産無料相談所相談員研修会

平成30年
2018

9.18 第１回山口県不動産研修会
26 全宅連安心Ｒ住宅事業説明会
10.21 平成30年度宅建試験
11. 1 全国賃貸不動産管理業協会山口県支部設立総会
9 新規免許業者研修会
21 平成30年度会員交流ハトマークゴルフコンペ
23 ハトマーク空き家無料相談会
12.12 不動産開業支援セミナー

令和元年
2019

令和2年
2020

2.14
5.27
6.20
7.16
8.20
30
9.27
10.20
11. 8
13
28
1.20
2. 7

第２回山口県不動産研修会
第60回定時総会
西日本不動産流通機構総会
山口県居住支援協議会総会・シンポジウム
令和元年度賃貸不動産経営管理士講習（２日間）
不動産無料相談所相談員研修会
第１回山口県不動産研修会
令和元年度宅建試験
新規免許業者研修会
第１回不動産開業支援セミナー
山口県宅建協会ゴルフコンペ
第２回公益法人移行検討特別委員会
第２回山口県不動産研修会

業界・社会情勢
4. 買取再販に係る不動産所得税の軽減措置が施行
（公財）不動産流通近代化センターが（公財）不動産
流通推進センターに名称変更
6. 国交省、重説のＩＴ化社会実験への参加事業者の募
集開始
7. 明治日本の産業革命遺産製鐵・鉄鋼・造船・炭鉱産
業が世界遺産への登録決定
11. パリで同時多発テロ事件
1.「マイナンバー」運用開始
日銀、
「マイナス金利」の導入を決定
3. 新たな「住生活基本計画」閣議決定
4. 国交省、借主負担ＤＩＹ型賃貸借に関する契約書式
例とガイドブックをまとめる
熊本県、大分県で最大震度７の連続巨大地震発生
5. 改正宅建業法成立（インスペクションの説明業務、
保証金支払での業者除外）
8. リオデジャネイロオリンピック開幕
9.「賃貸住宅管理業者登録規程」等の改正
10. 改正「犯罪収益移転防止法」施行
鳥取県中部を震源、Ｍ6.6の地震発生
1. トランプ大統領が就任
稀勢の里が横綱に昇進（19年ぶりの日本人横綱）
2. プレミアムフライデー開始
5. フランス大統領、マクロン氏（史上最年少39歳）
6. 将棋・藤井四段、前人未到の29連勝
シャンシャン誕生
7. 九州北部豪雨
9. 眞子様婚約内定
10.「新たな住宅セーフティネット制度」の施行
12.「安心Ｒ住宅」事業者団体の登録申請受付開始
2. ピョンチャンオリンピック（冬季）開催
4. 改正宅建業法施行
改正都市緑地法施行し、都市計画法において「田園
住宅地域」が創設
5. 藤井棋士、史上最年少で七段に
6. 住宅宿泊事業法施行
潜伏キリシタン世界遺産に
7.「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」施行に
伴い宅建業法施行令改正
「平成30年７月豪雨」
（広島、岡山県に記録的な大雨）
カジノ法案成立
9. 大坂なおみ日本勢初の四大大会Ｖ
10. 本庶佑氏、ノーベル生理学・医学賞受賞
原子力利用における安全対策の強化のための核原料
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等
の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引
業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考
え方の一部改正
全宅連「安心Ｒ住宅」事業開始
11. 犯罪収益移転防止法施行規則の一部改正
4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律の一部を改正する法律」及び「森林経営管理法」
の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物
取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正
5. 新元号「令和」スタート
6. 次世代住宅ポイント制度の発行申請受付開始
「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅
地建物取引業法施行令の一部改正
Ｇ20大阪サミット開催
9. 台風15号首都圏直撃
10. 消費税10％へ引き上げ
首里城火災
2. 新型コロナウイルスでクルーズ船が横浜港停泊
新型コロナウイルス世界各地へ広がる
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『第１回山口県不動産研修会』報告
法務委員

令和２年９月14日㈪、山口グランドホテルにおい
て123名の会員が参加して開催されました。
研修項目として、第１講『宅地建物取引業と人権』、
第２講『県住宅課に寄せられた相談、業法施行規則
一部改正』、第３講『建物現状調査、既存住宅売買瑕
疵保険補助制度』、第４講『不動産取引におけるトラ
ブル事例』 を取り上げました。
① JIS26000（国家規格）の中
で企業などが社会的責任
として、守るべき７原則・
取り組むべき７つの中核
主題が示され、それぞれ
に人権に係る命題がある
とし、
「８つの課題」を提
第１講
示しています。我が国にお
県人権対策室 岡村主幹
いて人権の課題を考えると
き俎上に上がるのが『同和問題』です。これは、
日本社会の歴史的発展過程で形成された身分的
差別で、未だ結婚・就職を巡り差別の存在を疑
わせる事案が発生しています。平成28年12月16
日施行された『部落差別の解消の推進に関する法
律』を念頭に適切な対応をしていくことを確認し
ました。
② 相談事例として、
『ハザー
ドマップ上で当該地が土
砂災害警戒区域内である
ことが判明、重説時説明
もなく、重要事項説明書
に記載も無い』・『重要事
項 説 明 者 が 無 資 格 者 』等
第２講
で行政処分となった事例な
県住宅課 中嶋主査
ど紹介、法令順守の徹底と
トラブル解決への道筋について拝聴しました。本
年の改正点としては、度重なる風雨災害・河川氾
濫に鑑みハザードマップに基づく浸水エリア等の
説明も本年８月より義務付けられた点の確認がな
されました。
③ 中古住宅流通促進による既存住宅ストックの活用
を通して、空き家発生抑制に資するため、中古住
宅売買時等に実施する調査経費及び既存住宅売
買瑕疵保険加入した住宅（県内所在、居住目的：
店舗付きでは当該床面積が全体の１/２以下）に
8

おいて、⑴建物状況調査、
⑵既存住宅売買瑕疵保険
加入にかかる経費に対し、
全体の１/２以内で１戸当
たり５万円を限度に補助
する制度の説明。但し、
検査・保険加入を売主が
行った場合に限る等制限が
あります。

林 眞一郎

第３講
県住宅課 三浦主任

④ 一 例 と し て 、 ◆『 境 界 が
曖昧なまま売買をしてし
まった』事例⇔「店舗を建
てる目的で土地を購入し
たものの、店舗建設時に
土地面積を測ったところ、
実測面積は登記簿面積よ
第４講 清水弁護士
り狭隘で、登記簿上面積に
合わせると、隣接地との境界を見直す必要が出て
きた」事例が取り上げられ、売主に対しては≪境
界明示義務・説明義務違反≫、土地購入に際し仲
介業者介在の場合は契約適合責任を問われるとの
見解が示されました。
◆『心理的瑕疵物件の告知義務』⇔（契約準備
段階での過失）売買に向け話し合いの最中、買主
より『近所の人から聞いたが、当該物件は過去に
事件があった事故物件らしいので』売買取りやめ
の申し出を受けた。⇒説明義務違反で取りやめは
可能なるも損害賠償訴訟が提起される可能性有。
併せて「売買契約締結後、心理的瑕疵が判明した
場合」⇔『事実確認調査をしていれば、告知義務
違反無し』等いくつかの具体的事例について講話
を頂きました。

令和２年度不動産開業支援セミナー
不動産開業支援セミナーを、令和２年11月11日㈬
に不動産会館３階研修ホールにて開催いたしました。
宅建業開業に興味がある25名が参加されました。
尾村会長の挨拶後、第１部で全宅連のハトマーク
グループ紹介動画を視聴し、第２部では宅建協会及
び全宅管理入会のメリットについて、主計副会長と
塩田業務委員長から講義いただきました。第３部は
入会パンフレットに基づいて、開業までの流れを
事務局の岡村職員が説明し、第４部では山口支部の
ASSET Design㈱ 井上貴之氏と、防府支部の㈱スモッ
ト不動産 吾郷康晴氏より、自身の開業時の体験談
を講義いただきました。第５部では日本政策金融公
庫の中山昌宏氏より、資金計画や融資制度について
説明をいただきました。

岡村事務局職員

井上貴之氏

閉会後の個別相談会にも熱心に参加された方もい
らっしゃり、本年度のセミナーは盛況のうちに終了
いたしました。今後も引き続き、宅建協会の入会促
進に繋げてまいります。

吾郷康晴氏

中山昌宏氏

令和２年度山口県宅建協会会員ゴルフコンペ開催！
総務委員

昨年に引き続き山口県宅建協会会員ゴルフ大会が
令和２年11月18日㈬コロナ禍の中、参加者55名、コ
ロナ対策として今大会では表彰式を中止し入賞者に
は後日お渡しするという形を取りましてコンペが始
まりました。当日は気温が23度近く上がり少し汗ば
む気候でゴルフするには快適なラウンドになりまし
た。今回開催のコースは周南市郊外にございます周
南カントリークラブです。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フィート）、アンジュレーションもしっかり有り
カップ上にボールを付けるとさあ大変！気が抜けな
いホールが続く県東部の名門コースです。その様な
中での皆さんのプレーはどうでしたでしょうか？結
果はいかに！この難コースのコンペを制した優勝者
は山口支部の一建設㈱千田 健次 様でした。初参
加で優勝！！おめでとうございます。優勝者の千田
様にはトロフィーとJCBギフト券が授与されました。
準優勝は周南支部のエルクホームズ㈱清水 巧 様、
３位は周南支部の㈱マルニ山田 大貴 様でした。
そして今回は、上位３名以外にも特別賞（ギフト券や
や多め）もご用意させて頂きました。コロナ禍で自粛

右田善弘

ムードの中、たくさんのご参加と無事平穏にコンペ
が終了出来ました事、また朝早くからの開催にも関
わらず会の運営にご協力頂き、進行が出来ました事、
幹事一同感謝しております。ありがとうございまし
た。来年も多くのご参加宜しくお願いします。
順位
優勝
２位
３位

氏名
千田 健次
清水
巧
山田 大貴

グロス
99
71
97

ＮＥＴ
70.2
71.0
71.8

ベストグロス
清水 巧（周南支部 エルクホームズ㈱）
グロス71（ＯＵＴ36 ＩＮ35）
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令和２年度新規免許業者研修会
令和２年11月５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 木原法務委員
研

修
テーマ

講 師
時 間
総務委員長
13:30～14:00
１ 組織について
箱﨑 壽美枝
業務委員長
14:10～15:00
２ 業務について
塩田 博志
宅建業法・関連法令に 法務委員長
15:10～15:50
３
ついて
清水 謙治

11月５日㈭山口県不動産会館において、令和元年９
月以降の入会者を対象にした令和２年度新規免許業者研
修会を開催し、対象33業者のうち25業者の会員が出席
されました。
当日は、新型コロナウイルス感染症予防のため、受付
において、検温とアルコール消毒、研修会場内では、マ
スク着用、換気、長机１名での受講等の対策を行いました。
研修では、最初に箱﨑総務委員長から、山口県宅建協
会の組織と所属団体の説明等をご講義いただきました。
続いて、塩田業務委員長から業務委員会の事業内容及
び「ハトマークサイト山口」の機能である会員間情報や
価格査定システム、らくらく契約書、さらには、全宅連
ホームページ「ハトサポ」や全宅管理について、会員の
方の業務に直結する内容について、実際にパソコンとス
クリーンを用いてご講義いただきました。
最後に、清水法務委員長より「宅建業法・関連法令に
ついて」をテーマに倫理綱領や山口県の立入調査に係る
注意項目を中心にご講義いただきました。
本研修会の受講は、新規会員必須となっておりますの
で、今回諸般の事情で出席出来なかった会員の方は、来
年度必ず受講されますよう、お願いいたします。

箱﨑総務委員長
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塩田業務委員長

清水法務委員長

山口県居住支援協議会
新たな住宅セーフティネット制度説明会
開催日
会 場

令和２年10月27日㈫
柳井市「文化福祉会館」

開催

査役 岩間真様より、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。

令和２年10月27日㈫柳井市文化福祉会館において、
「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。本説明会は主計副会長の
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３講では、
「柳井エリアにおける住宅確保要配慮
者の居住実態・課題について」と題し、山口県東部社
会福祉事務所 室長 見寄靖彦様より、柳井エリア
の住宅確保要配慮者の居住実態や支援策・課題につ
いて、ご講演いただきました。

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 調

第４講では、
「居住支援法人の業務について」と題
し、特定非営利活動法人優喜会 理事長 冨田勝久
様より、事業内容と居住支援法人としての活動につ
いて、事例等を交えながら、ご講演いただきました。

山口県居住支援協議会 エリア別意見交換会 開催
（萩エリア 第１回）
開催日
会 場

令和２年11月４日㈬
萩市「萩市民館」

令和２年11月４日㈬萩市民館において、
「第１回意
見交換会」が開催されました。業者４名、社会福祉協
議会３名、行政８名、事務局５名、計20名で開催さ
れました。
業者を代表して、株式会社まちはぐ不動産 秦綾子
様のご挨拶ではじまり、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。
萩エリア第１回目の意見交換会ということで、山
口県土木建築部住宅課 主査 中谷浩正様のご挨拶
に続き、それぞれの自己紹介がありました。
まずは、
「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、制度の概要概略について、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 主事
武居美紗子様より、山口県居住支援協議会の概要、意
見交換会の目的について、ご講演いただきました。
また、セーフティネット制度に関連して、山口県
からの情報提供として「山口県賃貸住宅供給促進計画
について」と題し、山口県土木建築部住宅課 主査

中谷浩正様より、山口県賃貸住宅供給促進計画策定
の背景や、住宅確保要配慮者に対する入居制限の実
態についてご説明いただきました。
次に、
「山口県賃貸入居サポート事業について」
と題し、山口県社会福祉協議会地域福祉部 主事
佐々木健太様より、山口県賃貸住宅入居サポート事
業の概要と、具体的な支援の流れや実態について、
ご講演いただき
ました。
今後の予定と
して、今年度の
エリア別意見交
換会は３回程度
予定しており、
今回は勉強会形
式とし、２回目
以降は、参加者
間の意見交換を
予定しています。
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山口県住宅課からのお知らせ
おとり広告の禁止に関する注意喚起等について
広告の適正化については、従前より注意喚起をお願いしているところですが、年度末にかけて宅地建物取引
が増加する時期を迎えることから、改めて業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保をお願いします。
１

顧客を集めるために売る意思のない条件の良い
物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとす
る、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しな
い物件等の「虚偽広告」については、宅地建物取引
業法（以下「法」という。）第32条の規定により禁止
されています。
また、これらの広告は、不当景品類及び不当表
示防止法第５条第３号及び不動産の表示に関する
公正競争規約第21条においても禁止されていると
ころです。

２

具体的には、例えば、実際には取引する意思の
ない物件を、顧客を集めるために、合理的な根拠
なく「相場より安い家賃・価格」等の好条件で広告
して顧客を誘引（来店等を促す行為）した上で、他
者による成約や事実でないこと（例えば、生活音が
うるさい、突然の水漏れが生じた、治安が悪い等）
を理由に、他の物件を紹介・案内することが挙げ
られます。

３

また、成約済みの物件を速やかに広告から削除
せずに当該物件のインターネット広告等を継続す
ることや、広告掲載当初から取引の対象となり得
ない成約済みの物件を継続して掲載する場合も、
故意・過失を問わず「おとり広告」に該当します。

４

加えて、他の物件情報等をもとに、対象物件の
賃料や価格、面積又は間取りを改ざんすること等、
実際には存在しない物件を広告することは「虚偽広
告」に該当します。

５

宅地建物取引業者の皆さんにおかれましては、
上記を踏まえ、広告の適正化に一層取り組むとと
もに、宅地建物取引業法をはじめとする関係法令
等の遵守の徹底及び関係者への注意喚起をお願い
します。

宅地建物取引業法（抄）
（誇大広告等の禁止）
第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広
告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の
所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利
用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代
金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若し
くは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借の
あつせんについて、著しく事実に相違する表示を
し、又は実際のものよりも著しく優良であり、若
しくは有利であると人を誤認させるような表示を
してはならない。
12

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
第32条関係
１ 「誇大広告等」について
「誇大広告等」とは、本条において規定されると
ころであるが、顧客を集めるために売る意思のない
条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売し
ようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には
存在しない物件等の「虚偽広告」についても本条の
適用があるものとする。

不当景品類及び不当表示防止法（抄）
（不当な表示の禁止）
第５条 事業者は自己の供給する商品又は役務の取
引について、次の各号のいずれかに該当する表示
をしてはならない。
一・二（略）
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取
引に関する事項について一般消費者に誤認される
おそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害
するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定す
るもの
不動産のおとり広告に関する表示
自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段
として行う次の各号の一に掲げる表示
一 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実
際には取引することができない不動産についての
表示
二 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際に
は取引の対象となり得ない不動産についての表示
三 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際に
は取引する意思がない不動産についての表示

不動産の表示に関する公正競争規約（抄）
（おとり広告）
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはな
らない。
⑴物件が存在しないため、実際には取引すること
ができない物件に関する表示
⑵物件は存在するが、実際には取引の対象となり
得ない物件に関する表示
⑶物件は存在するが、実際には取引する意思がな
い物件に関する表示
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下
関

shimonoseki

令和３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

施策への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。

い年になる事を祈念いたします。
全宅連においては、民法改正等関係諸法令改
昨年は、コロナ感染拡大に大きく揺れた一年

正に伴う文書関係を始め、サイトの更新と共に

であり、仕事の仕方や生活習慣においても新た

会員の利便性が追及されており、全政連におい

な胎動の年でした。そんな中（一社）山口県宅地

ても宅地建物取引士への調査権付与に関する要

建物取引業協会は創立60周年を迎えました。時

望活動が更に熱を帯びるものと思料します。民

勢に鑑み、記念式典などは行わず、先人のご尽

法改正後の判例に基づく事例研究等研修課題は

力と今日までの歩みを顕彰し作成されるこの記

多岐にわたりますが、ウェブ研修も含め一つ一

念広報誌が充実したものになりますこと、アフ

つ着実に進めて参りたいと考えています。

ターコロナを見通し、魁となって新たな歴史を
切り開く年になればと思います。

令和３年は『辛丑（ かのとうし ）の年』で、芽
吹きを迎えようとする丑年、これから発展する

下関支部活動は、
『空き家対策の説明・個別相

前触れの年といわれます。会員の皆様にとって

談会』へ相談員派遣(丸四年間)に加え、新たに消

本年が、新たな時代の幕開けにふさわしい年と

防局との協定（７/28）に基づき『消防設備等に

なりますよう祈念し年頭に当たってのご挨拶と

関する調査結果』情報を受け、取引時に自主的

致します。

に重説の中に反映説明することや、住宅政策課・
福祉政策課・市社協等と下関市地区での居住支
援協議会・支援法人立上げに向けての協議を進
めた一年でした。
コンパクトシティーを目指す下関市では、昨
年三月立地適正化計画を策定施行し、令和４年
度より市街化調整区域内での開発を抑制する一
方で、市街地再生開発行為へのインセンティブ
を与える制度が始りました。今後中心部密集市
街地での土地に対する法務局第二次調査への期
待が高まる一方、官民境界確定先行実施への道
筋も見えて参りました。今後共、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
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支 部 だ よ り

税務研修会・第１回支部研修会
法務副委員長

福田忠史

令和２年９月25日㈮下関市リサイクルプラザ第一
研修室にて税務研修会及び第１回支部研修会を開催
いたしました。
まず、13時10分からゆうちょ銀行ローンサービス部
主任 武田 謹也 様より「パワースマート住宅ローン」
についてご説明していただきました。
引き続き税務研修会として下関税務署資産課税審
理専門官 杉嶋 真一郎 様と法人課税審理専門官 森
山 公人 様に「税制改正」について以下の内容でお話
ししていただきました。
１ ．相続税の一部改正について
２ ．配偶者の居住権について
３ ．低未利用地の譲渡に係る長期譲渡所得からの
100万円控除について
４ ．消費税について
10分の休憩をはさみ15時10分からは支部研修会と
して下関市都市整備部都市計画課主事 松坂 様と主任
中村 様を講師としてお招きし「下関市におけるコンパ

クトなまちづくり」
（立地適正化計画）について講演し
ていただきました。
今後も皆さんのお役に立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。

情報交換会
業務副委員長

渡 邊 陽一郎

10月27日㈫シーモールパレス エメラルドの間にお
いて下関支部情報交換会が開催されました。
演題は「災害への備え」。講師として下関市総務部
防災危機管理監 大石 敦磨 様をはじめとする6名
の各担当部署職員の方々をお招きし、各種ハザード
マップや新規浸水想定区域等に関する内容を解説し
て頂きました。
皆さんご承知の通り本年8月28日より宅建業法施
行規則の一部改正に伴い、水防法に基づき作成され
た水害ハザードマップに係る説明項目が重要事項説
明書に追加されました。宅建業者に課せられる社会

的責任は益々重
くなっています。
当日はそんな社
会的責任を果た
し地域に寄り添う生活サポートのパートナーとして
の自覚を持った多くの会員の方々が参加され、ご担
当者の説明に熱心に耳を傾けておられたようです。
下関市では現在洪水ハザードマップの見直しが進
んでいます。今年は武久川、綾羅木川、友田川、木
屋川及び田部川について浸水想定区域が大きく変更
されました。これからは川棚川、神田川、粟野川の
見直しと、新たにため池マップや液状化マップも整
備される予定だそうです。更新された情報は随時下
関市のホームページへ掲載されるそうです。
防災科学技術研究所のアイデンティティにこんな
言葉があります。
「自然の脅威はなくならない。でも、
災害はなくすことが出来ると、私たち防災科研は信
じています。」
私たち宅建業者も地域防災の一翼を担う存在にな
れると信じ、地域へ情報を発信していく使命感を新
たにした研修でした。
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宇
部

ube

新年のご挨拶
宇部支部長

浅川幸則

新年あけましておめでとうございます。令和３年の
新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上げます。会

実施できるように願う次第です。
支部では、例年実施しておりました諸行事も中止、

員の皆様には、常日頃から支部の活動に多大なご協力

延期となりました。そんな中で研修会、価格査定、２ヶ

をいただき、厚く御礼申し上げます。会員の皆様にと

月に１度の寺子屋「たっけん」は実施して、民法改正

りまして、今年が良い年となりますことを心からお祈

に伴う勉強会を行いました。また、新規入会者の獲得

り申し上げます。

増進にも力を入れてまいりました。

昨年は、年明け早々から新型コロナの流行が始まり、

観光業、ホテル業、飲食業、サービス業等々の企業

社会状況が一変して、これまでに例のないほどの社会・

の大小を問わず、経済の歯車が回っていません。この

経済秩序の混乱が生じてしまいました。１日でも早く

ような先行きが見えない不安な年明けとなりました

特効薬・ワクチンが開発されて、このコロナ禍から脱

が、今年も昨年同様に新型コロナの状況に敏感になり

却できることを願う次第です。

つつも「空き家相談」にも力を入れて「新規入会者獲

山口県本部は、昨年創立60周年の記念する節目を
迎えました。しかしながら、ここでもコロナ禍の影響
を受け自粛となりました。今年はなんとか記念行事が

得増進」を重点目標に掲げます。
会員皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

新入会員のご紹介
㈱ファーストホーム宇部店
支店長

細田 隆志

宇部市大字中野
開作410-3
TEL
0836-43-4123
FAX
0836-43-4124
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、株式会社
ファーストホーム宇部展示場の細田と
申します。弊社は山口県地場ビルダー
在来木造販売棟数10年連続山口県№1
の会社です。中古住宅を探しているお
客様から、ハウスメーカーをみている
お客様まで、幅広い層に色々な種類の
住宅の提案ができます。土地情報や分
譲地の販売を通じて、会員の皆様に微
力ながらお力添えできましたら幸いで
す。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
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積水ハウス不動産中国四国㈱
山口営業所宇部店
支店長

ART・BE株式会社
代表取締役

胡麻本 稔

髙橋 政司

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、積水ハウ
ス不動産中国四国㈱山口営業所宇部店
の胡麻本と申します。令和２年１月に
社名変更いたしました。土地の購入な
ど積水ハウス㈱ともども頑張っていき
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。

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、ART・BE
株式会社の髙橋と申します。
弊社は家づくりを通じて地域に貢献
していけるよう一生懸命頑張ります。
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。

宇部市小松原町
2丁目10-70
T EL
0836-37-1380
FAX
0836-35-0091

〒755-0018
宇部市錦町4-19
T EL
0836-43-7773
FAX
0836-43-7774

支 部 だ よ り

宇部市耐震・空き家対策セミナー・相談会
理事

児玉宏史

９月13日に宇部市文化会館にて、山口県主催の耐震・空き家
対策セミナーが開催されました。マスク着用や消毒液の設置など、
新型コロナウイルス感染予防対策が徹底された中、休日の日曜日
にも関わらず、多数の参加者が熱心にセミナーを聞いていらっ
しゃるのを見て、あらためて昨今社会問題となっている、この耐
震・空き家問題というものがいかに身近にあるものだと感じさせ
られました。
宅建協会といたしましては、セミナー後の個
別無料相談会の相談員として参加し、各相談者
様のご相談並びにご回答の対応をさせていただ
きました。相談内容としては、何かをしないと
いけないが『どこに』
『誰に』相談してよいかが
わからないと悩まれる方も多く、地域に根付く
宅建協会員として、このような潜在的なお悩み
を持つ多くの地域住民の方々へ、街の気軽な相
談窓口として周知を広げていき、耳を傾けてい
くことの必要性を感じさせられるセミナーとな
りました。

会

員

の

動

き

○入会者（正会員）
１．仁科 昭彦
日興石油㈱
代表者変更
２．細田 隆志
㈱ファーストホーム宇部店 新規入会
３．胡麻本 稔
積水ハウス不動産中国四国㈱山口営業所宇部店
		
新規入会
４．中山 祥三
厚保工務㈲
代表者変更
５．縄田 陽久
㈱東武住販宇部店
支店代表者変更
６．髙橋 政司
ＡＲＴ・ＢＥ㈱
新規入会
〇入会者（専任取引士）
１．堀
亮一
新光産業㈱
専任取引士変更
２．長﨑 絵美
ＡＲＴ・ＢＥ㈱
新規入会
○退会者（正会員）
１．山根 正敏
日興石油㈱
代表者変更
２．中山
誠
厚保工務㈲
〃
３．中村 雅幸
㈱東武住販宇部店
支店代表者変更
○退会者（専任取引士）
１．石川 健児
新光産業㈱
専任取引士変更
〇商号変更
１．（新）不動産＆行政書士 オフィス志馬
（旧）不動産＆行政書士 オフィスときわ
〇所在地変更
１．不動産＆行政書士 オフィス志馬
（新）宇部市新天町１丁目6番6号

免許更新のお知らせ
業

者

名

書類提出期限

中村建設㈱

Ｒ3．01．22

㈱日栄不動産商事

Ｒ3．03．06

(資)アイ・アール

Ｒ3．03．06

㈲東海不動産

Ｒ3．03．09

㈲原

Ｒ3．03．19

谷

村上建設工業(株)

Ｒ3．04．01

床波木材㈲

Ｒ3．04．09

㈲アフィット

Ｒ3．04．11

※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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萩

新年のご挨拶
萩支部長

澤村修一

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は先が見えないコロナ禍の中で大変な状況
にもかかわらず格別のご厚情を賜りましたことを厚
く御礼申し上げます。会員さまのご繁栄を心からお
祈り申し上げるとともに、今年も尚一層のお引き立
てを賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
さて、1960年（昭和35年）山口県宅地建物取引委
員会発足から60年経過による60周年事業が計画され
ています。業法は取引業者の規制と正常な発展を目
的に制定され数次の改正を重ねて現在に至っていま
す。業法はほとんど規制のみであり昭和55年の改正
で業者の健全な発展が法の目的に現れたこと、平成
27年４月施工の取引士への名称変更は大変興味深い
ものです。業協会、 業者は不動産取引における消費
者保護のため創立・発足したはずであり、業界発展
の歴史の中で、取引の安全と業者の信用向上をめざ
し、発展向上いたし社会的に大きな使命を果たして
まいりました。しかしながら信用というものは一瞬
にして崩れるもの、信用するとだまされ大変な目に
あうことを業者は考えていなければなりません。だ
からこそ、社会的役割の大きさを認識して業務を遂
行し、地道な努力を重ね社会信頼を図らねばならな
いと考えます。この認識のうえ適切な対処をしてこ
られたと思います。現状は、ほどほどに法の改正や
運用が反映されているのではないでしょうか。

迎

マスク、手洗い、三密を避けること、換気等日常生
活が一変しました。リモートでの研修、面談などが通
常になってきました。ウイルス研究の一人の学者によ
ると新型コロナなどの新興感染症は、多くは、野生動
物を「自然宿主」としてすみかにしているウイルスが
人間に感染して発症するらしい。コウモリ由来が多い
とも言っている。これまではみんな収束している。だ
からいずれ収束すると言っている。であるならワクチ
ンが開発され早く収束してもらいたいものです。
業務に関しての昨年度の改正点は４月１日の民法
改正施行による契約書類等の改正、次に８月28日施
行の水害リスク情報の説明に関するもの、10月１日
施行の本人確認書類としての被保険者証の記号・番
号等のマスキング等などいろいろ改正がありました。
いずれにしても、不動産の専門家として購入者等の
利益の保護に資するよう、公正、誠実に業務を行う
よう務めなくてはならないと思います。
高齢、少子化、災害社会の中で今後どのような基本
理念をもち宅地建物取引業に取り組み業務を遂行する
ものでしょう。健全な発展と跳躍をとげるため全宅連
の方向性もたえず検討せざるを得ないのでしょう。
年頭、60周年事業にあたり業協会及び当地域支部
がおかれています、状況を十分理解いただきまして
会員様一人一人のご協力を改めてお願いします。
この新しい年がよりよい年になるよう心より祈念
いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

春

萩支部役員一同より謹んで新年のお慶びを申し上げます。
萩支部役員
理事
戸﨑
剛
理事
弘
孝庄
理事
田中慎太郎
相談役 郷田 正則
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理事
監事
理事

河野
廣畑
吉野

勝俊
雅弘
龍彦

理事
監事
理事

三好
安藤
中原

一敏
繁之
文典

理事
理事
相談役

弘
廣畑
竹内

教満
光秋
重信

支 部 だ よ り

柳
井

yanai

新年の挨拶
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。
2020年は、世界中がコロナ禍一色の年でした。日
本も様々な業種が経験した事のない事態に陥りまし
た。幸い不動産業界は、コロナ禍の影響は被害の多い
業種に比べて少ないと感じております。しかし、間違
いなくアフターコロナには従来とは違った時代がやっ
てきます。既に行われているＩＴ重説等が当り前のよ
うになると思われます。宅建協会も時代に乗り遅れず
会員の皆様と切磋琢磨していきたいと思います。
昨年６月に、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
する法律「賃貸住宅管理業適正化法」が成立しました。
この法律はサブリース会社等の社会的問題が顕在化し
たため出来ました。これまで賃貸管理業務には基準と
なる法律がありませんでした。今後、賃貸住宅の管理
業務は法の下に適正に行われることが求められます。
当然、法律に定められている業務や罰則等を明確に理

解しなければなりません。本法律に伴い、
「賃貸住宅
管理業者に係る登録制度」が創設されました。詳しく
は国交省のホームページに記載していますが、現在の
「賃貸住宅管理業者登録制度」とは違いますので間違
わないようにして下さい。
山口県宅建協会は今期60周年を迎えました。これ
もひとえに会員の皆様のおかげと思います。柳井支
部を代表しまして心より感謝申し上げます。本年、
60周年記念事業を行う予定です。コロナ禍の中で予
定ではありますが多くの会員の出席をお待ちしてお
ります。
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いません。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。

令和２年度第１回支部研修会開催
令和２年11月６日㈮午後２時より柳井市文化福祉
会館において柳井支部研修会が開催されました。今回
の研修会は当初９月に予定しておりましたが大型台風
接近に伴い延期となりましての開催となりました。当
日は18業者19名の方が出席されました。
第１講は「宅地建物取引業と人権問題について」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 中嶋敏郎氏にお越し
頂き宅地建物取引業における人権に関する取り組み、
人間尊重の基本についてご講義頂きました。
第２講は「山口県建物状況調査等促進補助金につい
て」山口県土木建築部 住宅課 主任 三浦直之氏に
インスペクションの補助金についてご説明頂きまし
た。今回の研修はコロナ禍での開催となり、ご出席い
ただきました会員の皆様には、検温や会場の使用備品
の拭き取り消毒などにご協力いただき大変ありがとう
ございました。

支部長挨拶

三浦直之氏

岡村光徳氏

中嶋敏郎氏

会場の様子
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山
口

yamaguchi

新年のご挨拶
支部長

尾村成一

新年明けましておめでとうございます。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。あわせて会員の皆様のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げます。
昨年は年初から “新型コロナウイルス感染症”
に振り回された1年でした。4月の支部総会にお
いても会場での通常総会か、書面決議にするか
悩みました。結果的に山口市の状況は落ち着い
ていると判断し、検温、マスクの着用、１テー
ブルに一人、入り口ドアの開放等出来る限りの
感染予防対策を行い実施しました。その後の２
回の研修会、価格査定（情報交換会は中止）も
同様に無事会場で行うことが出来ました。また
２回のゴルフコンペも実施できました。しかし
「カップリングパーティーの開催」は中止を決定。
特に残念なのが12月3日に予定していた年末恒例
の「親睦大忘年会」を直前で中止をせざるを得ま
せんでした。10月末までは実施の前提で感染防
止対策、余興、ビンゴの景品等の準備をしてお
りました。一昨年が99名の参加でしたので昨年
開催出来たら100名以上の参加を見込んでいまし
た。11月に入り山口市内の飲食店でのクラスター
の発生、その後岩国市において大規模クラスター
が発生しました。また、北海道から始まった大
規模感染が全国的に広がる様相を見せてきまし
た。そこでやむを得ず中止を決定しました。
私は会員同士の交流の場を提供するのは支部
行事として大事だと考えています。会員の方は
もちろん、従業者の方、賛助会員の方も大いに
利用して欲しいと思います。普段用事がなけれ
ばなかなか会えない代表者などが一堂に集まる
場です。これほど効率のいい名刺交換の場はな
かなかありません。特に開業間もない会員の方
には大いに利用して欲しいと思います。今後、
もしコロナの状況が落ち着けば、忘年会とは別
に名称は何でもいいので（例えば花見・納涼会等）
「交流会」を実施できればと思っています。その
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折には是非ご参加をお願いいたします。
我々の加盟している（一社）山口県宅地建物取
引業協会は、前身である昭和35年（1960年）に
発足した「山口県宅地建物取引委員会」の創立か
ら数えて今年度（2020年）が60周年の節目の年
となります。本部では記念の行事が計画されて
いましたが、
「新型コロナ」の影響で今年度は見
送ることになりました。来年度コロナが収まっ
ていれば記念行事を実施する予定となっていま
す。その時はご協力よろしくお願い致します。
ちなみに、山口支部の発足について、平成元年3
月に発行の「協会のあゆみ」には、本部発足以前
の昭和33年に存在していた10数名の会が前身で
あろうと記載があります。それが今は会員数約
150社の支部となっています。これからも会員数
が増え、しっかり情報交換しながらお互いに儲
けていけたらと思います。
コロナの終息後、不動産業界においても今ま
でとは違う「新しい生活様式」なるものが普通に
なってきそうです。では具体的に “何か” と言わ
れても私にはよくわかりません。
「リモートワー
クの普及による生活環境の変化」
「シェアオフィ
スの普及」
「360度カメラ(シータ)等を利用した無
人案内（今でもハトマークサイトで利用できま
す。
）
」
「リモート契約・IT重説」等々。今後どのよ
うな変化があるのか注視し、遅れずにあるいは
先行して対応していく必要があると思われます。
支部においては出来る限りの情報提供をしてい
きたいと思っています。今年も変わらぬご支援
ご協力をよろしくお願い致します。

支 部 だ よ り

不当要求防止責任者講習会開催
総務委員

柴田真克

11月10日㈫山口湯田温泉の「セントコア山口」
にて、三年に一度の定期講習会である「不当要求
防止責任者講習会」が開催されました。講師には、
山口県警察本部 刑事部組織犯罪対策課 暴力
団排除第一係長 警部補 河村 育久 様、公
益財団法人 山口県暴力追放運動推進センター
専務理事 木村 文彦様を迎え多くの会員の参
加をいただきました。
まず、尾村支部長のご挨拶に続き、講師の河村
様には、昨今の反社会的勢力の状況、事例の紹介、

商

号

㈲パナックいまづ
英不動産㈱
㈲鳳友
㈱リブプラス
㈱いとうクループホールディングス
山陽土地㈱
㈲ナワタ不動産
㈲部坂住建
㈱小郡不動産
㈱ケイテック

県内の動向を説明していただいた後、DVDにて
具体的な対処法をご説明いただきました。
続きまして、講師の木村様には企業が反社会的
勢力による被害を防止するための指針の説明に
加え、暴追センターの役割と不当要求された際
の連絡先などを詳しくお知らせいただきました。
今年は恒例のロールプレイングはコロナの影響
で中止になりましたが、多くの会員様に参加い
ただきました。皆様大変お疲れ様でした。

免許更新のお知らせ

免許有効期限

令和
令和
令和
令和
令和
令和
令和
令和
令和
令和

3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年

3月14日
3月25日
4月23日
4月26日
5月11日
5月12日
6月 6日
6月15日
6月18日
6月20日

商

㈱長州興業
㈱High wood
吉南商事㈲
㈱防長宅建
成泰不動産㈱
磯部工業㈱

号

免許有効期限

令和
令和
令和
令和
令和
令和

3年
3年
3年
3年
3年
3年

6月27日
6月27日
7月10日
7月21日
7月21日
7月28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
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山
口

yamaguchi

新入会員のご紹介
前川 昭二

204

山口
マツダ
山口店

ドラッグ
ストアモリ

リザーブ

〒753-0851 山口市黒川729-1
TEL 083-941-6702 FAX 083-941-6704
山口県知事(1)第3712号

維新公園

代表取締役

（株）マエテック

椹野川

株式会社マエテック

至

山口大学

あんしん
ホーム
平川

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マエテックの前川昭二と申し
ます。
これまで産業用太陽光発電所の計画販売をしていました。この時に太陽光用地の確保もしていまし
た。今後は宅地開発も含めて事業の展開を考えています。
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

至 宮野

支店長

山口合同ガス株式会社山口支店

至 防府市

湯田温泉

山

椹野川

山口合同ガス

口
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↑

宮
野

←小郡

サビエル記念聖堂●
●市役所

号線

き

●
山口大学

山口県庁
● 宮野→

県道

動

国道９号線

問田川
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の

サン・ロード株式会社 本社

262

餃子の王将●

員

GS
ヤマト運輸

県道204号線

この度山口支部に賛助会員として入会させて頂きました山
口合同ガス(株)山口支店の田中と申します。
弊社は都市ガスの供給を行っている会社でございまして、
会員の皆さまには平素より大変お世話になっております。
地元のエネルギー企業として、より一層、地域に溶け込み
たいという思いから、入会させて頂きました。
今後とも地域の皆さまの快適な暮らしのお手伝いができる
よう、地域密着で取り組んでまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。

会

セッツカートン

佐川急便

〒753-0251 山口市大内千坊４丁目７番１号
TEL 083-922-7500 FAX 083-924-0708

◎新規入会
㈱マエテック
代表者・専任取引士
前川 昭二
◎賛助会員新規入会
サン・ロード㈱
代表者
山下鉄太郎
山口合同ガス㈱山口支店
支店長
田中 宗治
◎専任取引士入会
㈱山口住宅
(新)竹重 裕基
㈱ケイテック
(新)片岡 隆司
◎商号変更
(新)㈱タナカホームズ山口店
(旧)㈱LIM山口店
◎代表者変更
タマホーム㈱山口店 (新)木村 大輔
(旧)三善 敏也
㈱ケイテック
(新)片岡 裕子
(旧)片岡 隆司

中国自動車道

トヨタ

←小郡

田中 宗治

山口IC

仁保川

●ゆめタウン
山口

26
2号
線

二号
賛助会員

マクドナルド

問田川

この度山口支部に賛助会員として入会させて頂きましたサ
ン・ロード株式会社の山下と申します。
駐車場のライン引きや、住宅の塗装のほか、カーポー
ト、ごみストッカーなどのエクステリア工事を得意として
います。何かご協力できることがありましたらお声掛けい
ただけたら幸いです。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願いいたします。

至 九州

〒753-0212 山口市下小鯖645-5
TEL 083-927-0023 FAX 083-927-0600

セブン
イレブン

道

山下鉄太郎

262

国

代表取締役

至 広島

サン・ロード株式会社

至 山口市街

二号
賛助会員

徳地→
中国自動車道
山口
インター

◎代表者・専任取引士変更
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
㈱タナカホームズ山口店 (新)田村
真
(旧)長﨑 絵美
◎専任取引士変更
山口県農業協同組合
(新)福重
亘
(旧)京野 充真
◎住所・電話番号・FAX番号変更 神田地所㈱
(新)〒754-0002 山口市小郡下郷321番２号101
TEL 083-902-2127 FAX 083-902-2128
◎退会 亀山ビル㈲
代 表 者
鍛本 信勝
専任取引士
鍛本 尚信
㈱陽だまり
代 表 者
大海 和彦
専任取引士
佐々木浩志

支 部 だ よ り

令和２年度忘年ゴルフコンペ
総務委員

柴田真克

去る12月２日㈬セントラルパークゴルフ倶楽部に
て、令和２年度宅建協会山口支部忘年ゴルフコンペ
が７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もございまし
たが、新しく参加者も含め大変多くの会員の方にご参
加いただきました。そんな中、見事優勝の栄光を手に
されたのは防長不動産株式会社の池田喜一郎さんで
す。準優勝は初参加の山口合同ガス株式会社の小林正
佳さんでした。グリーンの高低差が非常にある難しい
ゴルフコースでしたが、天気もよく、同伴者にも恵ま
れ、私個人的には、大変楽しくプレイできました。ス
コアはイマイチですが、
、
、
、
今年は、例年に比べ宅建協会ゴルフコンペの開催が
少なくなりましたが、来年は、通常通り開催できるよ
うになればと思います。

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。
グロス NET
優

勝 池田喜一郎

準優勝 小林
３

正佳

位 永見

勝

ベスグロ 竹下

雅樹

防長不動産㈱
山口合同ガス㈱

102 73.2
93 73.8

㈱エスピーデータ 113 74.6
㈲山永不動産

87 76.2

不動産業26年の雑感
㈲鳳友

徳田

功

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年度は（一社）山口県宅地建物取引業協会の創立
60周年にあたると聞いた。
「宅建やまぐち」担当者よ
り何か記事を書いてくれと頼まれ、最初は断ったがこ
れも何かのご縁、また比較的永く不動産業を営んでい
るからであろうと思い引き受ける事にした。
私はこの12月で81歳になる。ふり返ってみると、
サラリーマンを50歳で中途退社し、平成５年に54歳
で不動産業を開業、その後26年間飽きもせずに、不
動産仲介業に携わった事になる。
最初は、未経験の分野でもあり、訳のわからないま
まに、何にでも飛びつき、走り回って、私の信条であ
る「習うより慣れろ」だけで取り組んだが、今思うと、
我が人生の中で一番「仕事」を覚える為に夢中になっ
た時期かも知れない。
かつてのサラリーマン時代は、会社の仕事よりも
麻雀にのめり込んだと言っても過言では無いが、こ
の遊びの一番の魅力は、何と言っても局面が千変万
化し、且つ常に緊迫した中で勝負を競う所ではなか
ろうか。
私は、
「他の趣味、嗜好は、場合によっては何時で
も止められるが、麻雀だけは無理だろうな」と常々

思っていたが、不動産業を始めてみると、これが実
に面白い。
毎日の様に会う人が変わり、物件も多種・多様であ
り、仲介が成立すると、そこそこのお金が入ってくる。
且つ、両手取りともなれば、こたえられない。
段々と不動産業の面白さが分かってくると、あれほ
ど好きだった麻雀をやりたいという気持ちが何時の間
にか失せてしまい、今は麻雀の代わりに仲介業の中に、
獲物を取る喜びと達成感を見い出している。
唯、寄る年波には勝てず、段々と仲介業の発想も行
動も機敏に出来なくなり、特に書類関係の作成には調
査を含めて数日を要する事もある。
私が開業した頃は、契約書も重要事項も要点を簡単
にまとめた１～３枚程度の書式であり、さしたる苦労
もせずに、短時間で作成可能であったように思うが、
その後、年を追う毎に新しく項目が追加されるので、
間違わないように神経を張り巡らせながら、作成する
事となる。
今年も「契約不適合責任」を始めとして２～３点の
追加があり、
「いずれ何か間違いを起こすかも知れな
い。」という潜在的な不安ともおさらばする意味でボ
チボチ「ヤの字」かなとも思うこの頃である。
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防
府

hohu

新年のごあいさつ
防府支部長

上田清侍

新年、あけましておめでとうございます。
一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会におかれ
ましては、記念すべき60周年を迎えられましたこと、
心よりお喜び申し上げます。
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、昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により
暗いニュースが多く、不安な一年を過ごされた会員様
も多かったと思います。今年は改めてオリンピックイ
ヤーということもあり、国全体が活気溢れる一年に
なってほしいと願っております。
そして、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と、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。

さて、宅建協会防府支部では、昨年同様、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
けてまいりたいと思います。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、昨年施行さ
れた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。
昨年、皆様のご推薦により、私は支部長として２期
目のチャンスをいただきました。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。
最後に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。

不当要求防止責任者講習会開催
法務委員

渡壁一邦

10月27日㈫13時30分よりデザインプラザ防府４階
にて、山口県警本部刑事課組織犯罪対策課の方々をお
迎えし、
「不当要求防止責任者講習」を開催しました。
暴力団等反社会的勢力による不当要求に如何に対応
するかがテーマでした。
山口県内では令和２年３月現在、４団体の20組織が
あり、構成員の人数については約210人を把握してお
り、前年に比べて約60人減少しているとのことでした。
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現在、暴力団追放「三ない運動＋１」の推進が行わ
れています。暴力団を「利用しない」
「恐れない」
「金
を出さない」
「交際しない」です。
みんなの力で暴力団を恐れず、勇気を持って明るい
街をつくることの大切さを学べました。
大変有意義な講習会であったと思います。関係者の
皆様方ご協力誠に有難うございました。

支 部 だ よ り

防府支部ゴルフコンペ開催
総務委員長

藤村泰則

皆様には日頃より防府支部運営にご協力ありがと
うございます。
おかげさまで、第２回防府支部ゴルフコンペを11月
４日㈬宇部72ゴルフクラブ阿知須コース
にて無事盛大に行う事が出来ました。日
頃より不動産業界にご理解を頂いている
住宅メーカー、士業、金融機関、インフ
ラ関連の方々のご参加を頂き、前回より
参加人数も増え39人となりました。皆様
には誠に感謝申し上げます。
また、防府支部の会員の参加も増え、
優勝者も初参加のサエキ土地建物の佐伯
さんでした。
なんと、ドラコンとニアピンも獲られ
ました。大先輩の佐伯さんに拍手です。
更に第３回も、２月～３月に予定して
います。他支部の方や、より多くの方に
もお声掛けをさせて頂きご参加頂けたら
と思います。

会

員

◎山口支部より異動 ・TANAKA不動産㈱
		
		
◎代表者変更
・㈱カドタ商事
◎所在地変更
・華林ホーム㈱
		
◎所在地変更
・田中建設㈱防府店
及び		
商号変更
田中建設㈱山口防府店
会
◎退
・ヨシキ不動産

最後に、皆様もコロナ禍の折ご健康に気を付けら
れ仕事にも邁進され、是非、防府支部ゴルフコンペ
にご参加頂けると幸せます。宜しくお願い致します。

優勝佐伯さん

2位髙橋さん

3位中川さん

景品

の

→

動

き

747-0036 防府市戎町１丁目10番５-102号
代表者・専任取引士 田中 義治
TEL 21-6800 FAX 21-6801
門田 晴善 → 門田 悦秀
747-0005 防府市中西13-54 →
747-0806 防府市石が口二丁目1番12号
747-0805 防府市鞠生町6-6 →
747-0809 防府市寿町1-8
防府店
正会員 吉木 光興
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周
南

shunan

理事・監事新年のご挨拶
箱 﨑 壽美枝

周南支部長

新年あけましておめでとうございます。
すがすがしい新年を迎え謹んで新年のお慶び申し上げます。
又、今年は宅建協会設立60周年を迎え重ねてお祝いを申し上げます。
私達の先輩方が並々ならぬ努力を積み重ねられ現在の信頼産業を築いて頂いたことに感謝と敬意を表します。
昨年は未曾有の出来事が次から次へとやって来て大自然のはからいを人智をはるかにこえた物質文明から精神文明へと移り変わる
時代にあって今、人類がどのように生活するか、どのように生きていくか、普段の生活環境を取り戻せるか、考え直す時が来ています。
周りのことを考え将来のことを考えながら自然と自分の行動に責任が出てきます。規律を守り正しく生活し物質的豊かさに限界を
感じ精神的な豊かさを求め始めています。
今、私達に教えられていることこそ経済的にいくら成長しても思いやりのない心 自分の会社だけ商売繁盛ではなく 人・モノの
動きが制限される時こそ世の中の範となるような仕事ができればこれほど信頼感、安心感、安全なものはないと思います。
今年こそ、もう一度、原点に返って飛躍できる年にしたいものです。

総務委員長

兼子照章

業務委員長兼副支部長

明けましておめでと
うございます。
昨年は新型コロナウ
イルス感染症をきっか
けに社会は大きな変化
に直面致しました。
新しい時代に、恐れ
ることなく勇気をもっ
て変化に対応していきたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
会員の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈
り申し上げます。

総務委員

藤井

勉

佐野

弘

新年あけましておめ
でとうございます。
昨年はコロナ禍の中
ではありましたが価格
査定につきまして滞り
なく実施することが出
来ましたのも会員の皆
様のご協力のお蔭とこ
の場をお借りしてお礼申し上げます。
今年もコロナ禍の中での活動となりそう
ですが引き続きご協力の程よろしくお願い
いたします。

総務委員

木本安一

業務委員

法務委員長

明けましておめでと
うございます。
昨年は、日常生活の
あり方がずいぶん変わ
る年となりました。
民法改正や賃貸住宅の
管理業務等の適正化に関
する法律が施行され、お
客様に対して説明事項が
増えたことと思われます。本年も、極力有意
義な研修会が実施できたらと思います。
会員様の多くのご参加を心よりお待ちし
ております。

寺岡雅喜

謹んで新春の祝詞を申し上げ
新年明けましておめでとうご
ざいます。
ます。
本年は、新型コロナの早期終息、
昨年はコロナコロナ皆さん大
３期目の業務委員に拝命され
各自粛の解除、経済の安定成長 いに振り回されたのではないで
しょうか？
「浅学非才」の身ではございます
を願って業務に励みたいと思い
未だ先行き不透明な情勢では
ありますが、歩みを止めるわけ が、皆様のもと精進してまいり
ます。
にはいきません。
ます。
出来る限りのことを一人一人
が考え、最善の方向に進んでい
ければなと思います。
新年おめでとうございます。

業務委員

島津和典

宅建協会に加入して13年目に
なります。その間、歴代の支部長
や会員、他支部の方々との交流や
研修を通じ不動産業を無事継続
する事が出来ました。私にとり、
宅建協会の存在は心強いもので、
今後の益々の発展と継続を期待
します。

監事

三牧武彦

謹んで新年のお喜びを申し上
げます。昨年はコロナに始まり
コロナで終わる１年でしたが協
会のほうでは、県本部の監事も
させて頂き、地域のお世話等、
仕事以外では忙しい１年でした。
今年は後期高齢者の年を迎え体
に気をつけて、仕事も頑張りた
いと思います。
この１年が皆様にとって幸多
き年になりますよう、お祈り申
し上げます。
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業務委員

長谷川美佳

2020年は誰しも予想していなかっ
た「新型コロナウィルス感染症」の発
生に恐怖を感じつつ、その対応に追わ
れながら高速に過ぎていった一年でも
ありました。
その中で、宅建協会という組織に心
身ともに支えられた一年でもあったよ
うに思います。
2021年（山口宅建60周年）という記念
すべき年に周南支部の一理事として携
わることが出来ることを嬉しく思うと
ともに、先代の足元にも及びませんが業
界の発展に少しでも役立てるよう、この
一年を過ごしていきたいと思います。

監事

泉 美由紀

新年明けましておめでとうござ
います。
昨年は新型コロナウィルスの流
行が発端となり、仕事の仕方や業
務形態の変化に大変苦労をした1年
でした。さらにまだまだ完全なる
終息が見えない中、一方でワクチ
ンの開発が進むなど明るい兆しも
あります。
「丑年」の2021年は、子年の繁栄
を土台に先を急がず一歩一歩着実
に物事を進めることを大切にした
いと思います。新しい年がより良き
年になるよう心より祈念致します。

法務委員

原田浩司

松尾泰治

明けましておめでとうござい
ます。前期まで4年間法務委員
会の県本部出向と支部委員長を
させていただいた経験をもとに、
原田法務委員長をしっかりとサ
ポートしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

業務委員

有吉

章

明けましておめでとうございます。
令和３年の年頭にあたり、皆様の
ご健勝とご多幸を心からお祈り申し
上げます。
昨年９月11日の価格査定には、多数の
ご参加を頂きありがとうございました。
お陰様で無事に標準事例地の見直
し作業を行うことができました。
多くの会員の皆様に有効にご活用
していただきたいと思います。
最後に、皆様にとりまして幸多き年
になりますようお祈り申し上げます。
今年もよろしくお願いいたします。

法務委員

村瀨智美

明けましておめでとうございま
す。昨年は、新型コロナウイルス
感染症に振り回され「新しい生活
様式」が求められるような変革の
年でした。来年もまた、業務にお
いて色々な対応が必要になること
と思われますが、皆様には安心と
信頼をお届け出来るよう努めて参
りますので宜しくお願い申し上げ
ます。会員の皆様のご健康と益々
のご発展をお祈り申し上げます。

支 部 だ よ り

令和２年度価格査定
業務委員

有吉

章

令和２年９月11日㈮「周南市地場センター」におい
て、価格査定（標準事例地の見直し）を行い32名の参加
がありました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止により、参加
者全員マスク着用を義務付け、受付時には体温測定をお
こない、テーブルも参加者が直接向かい合わないよう配
慮をして、恒例の懇親会も自粛した形をとりました。
早くコロナ禍が収束し通常の日常が戻ることを願うば
かりです。

令和２年度
法務委員

この価格査定システムは「ハトマークサイト山口」の
土地価格査定書作成から会員１社あたり月間30回まで
利用できます。
実際の実務において有効にご活用していただきたいと
思っています。
コロナ禍の中参加をいただいた会員の皆様、お疲れ様
でした。
次回も多くのご参加をお待ちしております。

第１回支部研修会

村瀨智美

周南地域地場産業振興センターにて３年に一度の不当
要求防止責任者講習会が行われました。当初９月７日に
予定しておりましたが大型台風10号接近の為、10月30
日延期開催となりました。山口県警察本部から河村様、
土井様を講師にお迎えして講和をいただきました。お話
では山口県では以前に比べ暴力団は減少しているが皆無
ではない。不当要求には暴力団追放「三ない運動＋１」
の推進「利用しない」
「恐れない」
「金を出さない」
「交際
しない」と自分達が「勇気」を持って接することが大切

令和２年度
第２回支部研修会
のお知らせ
2021年１月15日㈮開催
場所 周南地域地場産業振興センター
第一講 人権問題について
第二講 未定

だということでした。毎回行われている模擬対応訓練は
コロナ禍の関係で対面での模擬対応が難しい為、ＤＶＤ
視聴での研修となりました。最近では不動産業者が説明
する売買、賃貸等契約書にも暴対法の項目が入っており
ます。平素からの心構えもさることながら毅然とした応
対、対応が重要だと改めて痛感しました。ご出席いただ
いた会員の皆様には、コロナ禍の中、熱心に受講頂きあ
りがとうございました。

新入会員のご紹介
積水ハウス不動産中国四国株式会社 徳山賃貸営業所
所長

川脇

元

下関市せせらぎ町三丁目10番13号
国土交通大臣第3122号
下松市・周南市を中心に、西は旧新南陽市から東
は広島県大竹市までを営業エリアとしております。
賃貸管理業務を通じて地域社会に貢献するよう尽
力致します。何卒、宜しくお願い致します。

27

岩
国

iwakuni

新年のご挨拶
岩国支部長

塩田博志

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。
また平素より協会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、何といいましても新型コロ
ナウィルスの影響で世界中が大混乱の渦へと巻きこま
れました。当然ながら日本も例外ではなく、欧米に比
べその影響が少ないとはいえ、観光業、交通業、飲食
業はじめ極めて大きな経済損失を被ることとなりまし
た。またスポーツの世界も同様、東京オリンピックの
開催も延期となり、プロ野球も無観客での開幕、甲子
園大会の中止など大きな影響がありました。
コロナ禍によって我々の業界は極端に大きな打撃
は受けていないように思われますが、店舗の空室率
の上昇や、雇用環境の不安定化による住宅等の買い
控えなど、やはり多方面に影響が出ており問題の大
きさと終息の読みにくい状況が今後も大変に気にな
るところです。
その他の業界動向に目を転じますと、昨年４月の民
法改正を受け、契約不適合責任の適用と共に売買契約
の際の留意点が大幅に増えました。また賃貸の保証人
に対する極度額の設定により、書面や実務を含め大き
な変更に対応することとなりました。
低未利用不動産の100万円控除などの新しい制度も
創設されながらも、実務が非常に煩雑になっているよ
うに感じます。
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。
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さて昨年、山口県本部は組織として活動を始めて
60年の記念すべき年を迎えました。
昭和35年（1960年）山口県宅地建物取引委員会と
して、会員数166名で発足されて以来、宅地建物業者
の資質向上と消費者保護に重点を置き、現在850名の
会員を擁する大きな組織となりました。この60年の
間に不動産業界の社会的地位は飛躍的に向上し、これ
に伴い社会的責任や使命も大変重要なものとなりまし
た。令和三年の今日、山口県本部は、それに応え得る
確固たる成長を遂げてきたのではないでしょうか。こ
れも一重に歴代会長、理事役員をはじめ、先輩諸兄の
皆様の長年にわたるご尽力の賜物と、心より感謝申し
上げます。
還暦を迎えました山口県本部の歴史を次世代へと引
き継ぎ、信頼産業としてより一層の発展と社会貢献を
していくことが今の私たちの使命であろうと考えてお
ります。
本年の干支は『辛丑（かのとうし）』“堅実に努力を
続けていれば、大きな成果へとつながる年” という意
味合いがあるそうです。先達の努力が大きな成果へと
繋がりますよう祈念し、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
すよう心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

支 部 だ よ り

新入会員のご紹介
株式会社 ファーストホーム岩国店
支店長 菊池 弘典

〒740-0011 岩国市立石町1丁目8－39
TEL 0827-23-4123 FAX 0827-23-4124
山口県知事(5)第2902号

この度、山口県宅建協会岩国支部に入会させていただきました、(株)ファーストホームの菊池と申し
ます。コロナ禍の中で入会にご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。ファーストホーム岩
国展示場を開設いたしまして、来年で、はや10年になります。今まで以上に、宅建協会岩国支部の皆様
と共に、地域社会発展の為、努力致しますので、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。

株式会社 カチタス岩国店
支店長 喜多 一恵

〒742-0417 岩国市周東町下久原1116-6
TEL 0827-84-7666 FAX 0827-84-7667
国土交通大臣(6)第5475号

この度、山口県宅建協会岩国支部に入会（転入）させて頂きました。㈱カチタス 岩国店の喜多
と申します。
移転・入会にご協力いただきました皆様に感謝、御礼を申し上げます。
10月１日より周東町で営業させて頂いております。
みなさまのご指導、ご協力を賜り、宅建協会、地域社会に貢献できるようスタッフ一同、尽力し
てまいります。
宜しくお願い致します。

株式会社 T-est不動産
代表取締役 大藤

哲也

〒740-0018 岩国市麻里布町四丁目12番1号 中央ビル１F
TEL 0827-35-5580 FAX 0827-35-5581
山口県知事(1)第3716号

皆さんこんにちは！
株式会社T-est不動産（ティーエスト不動産）の大藤哲也（おおふじてつや）と申します。
宅建協会岩国支部の会員の皆様には平素より大変お世話になっております。
先ずは無事入会審査を通過できたことに安堵しております。
岡崎不動産商事に約16年間勤務しておりましたが、11月１日より新会社を設立し５名体制で
新しい事務所にて営業させていただくこととなりました。
開業で仕事とあまり関係のないことで大変忙しくしていましたが、12月に入り随分落ち着いてき
ましたので、是非会社に遊びに来て下さい。
先輩会員様の益々のご繁栄を祈念するとともに、今後共ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。
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取引士の皆様へ

５年に１度の
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。

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）
■日
時：令和３年４月13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８月９日から
令和３年10月12日までの更新の方
■案内発送日：令和３年２月12日（金）
■申込み期間：令和３年３月11日（木）から３月19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。

【お問い合わせ先】
（一社）山口県宅地建物取引業協会
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商
退

会

号

代表者

会

1

周南

大（10）3122

積水ハウス不動産中国四国㈱
川脇
徳山賃貸営業所

元

1

山口 （5）2768

亀山ビル㈲

鍛本

信勝

2

宇部

大（10）3122

積水ハウス不動産中国四国㈱
胡麻本
山口営業所宇部店

稔

2

防府 （3）3180

ヨシキ不動産

吉木

光興

3

山口 （1）3712

㈱マエテック

前川

昭二

3

岩国 （3）3311

㈱梅津プランニング

梅津

美紀

4

宇部 （1）3714

ART・BE㈱

髙橋

政司

4

岩国 （2）3402

㈱あいリンクス

佐伯

誠吾

5

岩国 （1）3716

㈱T-est不動産

大藤

哲也

5

周南 （2）3505

㈲周南総合サービス

河村

正士

6

山口 （1）3625

㈱陽だまり

大海

和彦

7

下関

大（6）5407

㈱東武住販新下関店

谷岡

修司

8

下関

大（1）9165

㈱エミアス下関支店

永井

功治

協 会 の 動 き
11月

９月
第３回総務委員会

於 会館 出席者10名

8 火 全宅管理第２回役員会

於 会館 出席者６名

宅建試験責任者会議

於 萩市民館 岡村、山縣

5 木 新規免許業者研修会

於 会館 出席者25名

於 会館 出席者11名

9 水 山口県居住支援協議会事業説明会 於

萩

出席者18名

10 木 第３回業務委員会

於 会館 出席者９名

14 月 第１回山口県不動産研修会

於 山口 出席者123名

15 火

4 水 第１回意見交換会（萩エリア）

山口県居住支援協議会総務専門
於 山口県庁 出席者４名
部会

24 木 第３回法務委員会

6 金

公取第18回通常総会・第２回理
於 ＷＥＢ 尾村
事会

9 月 全宅保証第２回監査会
開業支援セミナー

於 会館 出席者25名

11 水 第４回職場改善特別委員会

於 会館 出席者８名

第４回常務理事会

於 会館 出席者７名

中間監査

於 会館 出席者８名

第４回総務委員会

於 会館 出席者11名

於 会館 出席者８名

10月
6 火 第４回宅建取引士法定講習会
13 火 宅建試験監督員説明会
18 日 宅建試験

16 月
於 会館 原田
於 会館 出席者92名
於

下関
防府
周南

20 火 第３回常務理事会
第５回理事会

18 水 山口県宅建協会ゴルフコンペ

出席者98名

第１回公益法人移行検討特別委
於 会館 出席者８名
員会

19 木

於 会館 出席者９名
於 会館 出席者25名

21 水 全宅連第２回広報啓発委員会

於 ＷＥＢ 尾村

26 月 全宅管理第２回業務企画委員会

於 ＷＥＢ 主計

第３回全宅連中国・四国地区連
絡会
全宅連中国・四国地区連絡会
研修会

24 火 第４回業務委員会

於 周南 出席者55名
尾村
於 岡山
出席者６名
於

会館・
出席者９名
WEB

全宅保証第４回理事会
26 木

尾村・上原
於 ＷＥＢ

27 火 山口県居住支援協議会事業説明会 於 柳井 出席者９名

全宅連第４回理事会

全宅保証第２回総務・財務合同
於 ＷＥＢ 尾村
委員会

30 月 第３回機構理事会・臨時総会

28 水

於 ＷＥＢ 上原

尾村
於 広島 尾村
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支部お薦めシリーズ

74

岩国支部

錦川清流線／岩国市
いまでも岩日線と言う人がい
ますが昭和62年に第三セクター
によって設立された錦川鉄道の
錦川清流線になりました。ほぼ
全線が片側を山、もう片側を錦
川に沿って縫うように敷設され
た川西駅から錦町駅まで全長
32.7㎞の路線です。美しい豊か
な自然と清流錦川を見ながらカ
ラフルな４両のラッピング車両
が岩国錦町間を約70分かけてほ
ぼ単独１両で走ります。			
		
途中、中間点の北河内駅以外
は上下線がすれ違うことはでき
ません。１日10往復で運行間隔

ひだまり号

ガタくん

は１時間半、昼は３時間という
清流錦川
錦町駅
時間帯もあります。
終点錦町から山口線日原までの幻の岩日北線のうち国鉄時代に整備した錦町から雙津峡温泉までをゴ
ムタイヤの電気自動車とことこトレインが子どもたちを乗せた２両の客車を引いて走ります。これは愛・
地球博で使用した電気自動車ですが先代は山口きらら博で使用したLPガス車でゴトくん、ガタくんの愛
称で親しまれ２代目もその名を引き継いでいるそうです。おとなには清流みはらし列車、利き酒列車、
秋の味覚堪能列車があります。中でも利き酒列車は岩国市内５蔵の日本酒が楽しめるとあって毎回すぐ
に満員になります。雁木の八百新酒造、五橋の酒井酒造、村重の村重酒造、金雀の堀江酒場、獺祭の旭
酒造の日本酒各１合と弁当付きでお昼から車内で食事ですから堪りませんね。たまにはこんな休日を楽
しみたいものです。

岩国支部

時事
雑想
へび嫌いの会員の方には目を背けたくなる写真で新年
早々失礼しました。が、国の天然記念物「岩国のシロヘ
ビ」は岩国市民に大変親しまれています。岩国市では小
中学生を対象に夏休みに親子白蛇教室があります。飼育
施設に行き普段は到底できない体験ができます。おとな
しく愛らしいルビー色の目をしたシロヘビを手に持ち、
中には首に巻いてみる子も。今津町の白蛇神社や横山の
シロヘビの館で販売されている縁起物の抜け殻入りの
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
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発行人

会長

尾

村

成

一

赤

石

グッズやお守りも人気です。
今回テーマの錦川清流線ですが、鉄道の運行は車両や
線路の保守、点検など常日頃の安全への取り組みの賜物
です。安心、安全が当たり前のように思うのは私たちの
悪い癖です。費用が掛かる鉄道の維持管理には私たちが
錦川清流線をもっと利用することが一番の協力です。
昨年来のコロナ禍ですがマイカーを使わない近場での
消費も考えてみてはいかがでしょうか。		
さて、今年は岩国支部創立60周年ですが当時はどん
な様子だったんでしょう。30年前でも賃貸の重説はB５
用紙１枚です。60年前のPCやワープロもない時代に重
説はなかったでしょうね。手書きの契約書は見るだけで
頭が下がります。
〒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

編集人

徹

法務委員長

清

水

謙

治

