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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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令和３年度　税制改正大綱のポイント
１，  土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長及び税負担の据え置き措置
　⑴�土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置、②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能と

する条例減額制度の適用期限が３年間（令和６年３月31日まで）延長されます。

　⑵�今般のコロナ禍の経済状況に対応するため令和３年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全て

の土地について、令和２年度税額に据え置かれます。

２，  土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
　▶︎令和５年３月31日まで２年間延長

（土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率）

　所有権の移転登記　　　２％　→　1.5％

３，  既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
　▶︎令和５年３月31日まで２年間延長

　　�　買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行ったあと、その住宅をエンドユーザーに販売

する場合

　【住宅部分】

　【敷地部分】
　〈要　　件〉��対象住宅が「安心Ｒ住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合

　〈減額内容〉���⑴45,000円　⑵土地１㎡あたり評価額×１／２×住宅の床面積の２倍（上限200㎡）×３％の

いずれか多い方を減額

４，  土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長
　▶︎令和６年３月31日まで３年延長

（不動産取得税に係る軽減措置）

■住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置（原則：４％→３％）

■宅地等の取得に係る課税標準を２分の１とする特例措置
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５，住宅ローン減税の控除期間の延長措置の適用期限の延長
　▶︎令和４年12月31日まで２年間延長

　　⑴�消費税等の税率が10％である場合の住宅の取得等で、次に定める期間内に契約した場合、控除期間を13

年間とする特例について、令和４年12月31日の入居分まで２年間延長されます。

　　　①新築注文住宅

　　　　→令和２年10月１日から令和３年９月30日までの契約

　　　②分譲住宅、宅建業者売主の既存住宅及び増改築

　　　　→令和２年12月１日から令和３年11月30日までの契約

　　⑵�上記の場合においては、合計所得金額1,000万円以下の者について床面積40㎡以上50㎡未満である住宅

の用に供する家屋についても適用の対象となります。

６，災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設
　▶︎令和３年４月１日〜令和５年３月31日まで２年間

　　�　災害ハザードエリア（災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等）から安全な区域への移転を促進するた

め、市町村がコーディネートして策定した防災移転支援計画に基づき施設又は住宅を移転する場合、移転

先として取得する土地建物について、以下の措置が創設されます。

登録免許税
所有権の移転登記 本則２％→１％

地上権等の設定登記 本則１％→0.5％

不動産取得税 課税標準から１／５控除

７，その他の特例措置
　以上の他、各種特例措置について以下のとおりです。

　⑴老朽化マンションの建替え等の促進に係る措置

　　▶︎�要除却認定マンションの対象の拡充や団地型マンションにおける敷地分割制度の創設に関連する税制上

の所要の措置

　⑵地域福利増進事業に係る特例措置（固定資産税、都市計画税）

　　▶︎令和５年３月31日まで２年間延長
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　⑶�特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長

　　（所得税、法人税等）

　　▶︎ただし、適用対象から開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業が除外

　⑷相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置（相続税、贈与税）

　　▶︎令和８年３月31日まで５年間延長

　⑸特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例措置の延長

　　（所得税、法人税等）

　　▶︎令和８年３月31日まで５年間延長

８，住宅取得支援策について
　⑴住宅取得資金贈与制度の拡充

　　①令和３年４月１日から12月31日までの契約について、令和２年の非課税額（最大1,500万円）を維持

　　②�合計所得金額が1,000万円以下の者について、住宅の面積要件の下限を40㎡に引き下げ（現行：面積要件

（下限）50㎡以上）※40㎡台は令和３年１月以降に贈与を受けた方が対象

　⑵すまい給付金の適用期限延長

　　　住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定

　⑶グリーン住宅ポイント制度の創設（予算成立が前提）

　　�　一定の省エネ性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合、または一定の要件等を満たす既存住

宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与。

【制度概要】
●新築は最大40万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与。

　※一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引上げ

●「新たな日常」等に対応した追加工事にもポイントを交換可能。

●若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等にポイントの特例あり。

●�住宅の新築・リフォーム、既存住宅の購入で、令和２年12月15日から令和３年10月31日までに契

約の締結等した場合が対象。

　※�既存住宅については、空き家バンク登録物件や東京圏（条件不利地域を除く）からの移住のため

の住宅等が想定されています。詳細は国土交通省ＨＰをご参照ください。

　　URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000181.html

　

　　注　意
　　　本内容は、令和３年度税	制改正大綱等にもとづいており、あくまでも改正案です。
　　　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２年度　第２回山口県不動産研修会報告

日時：令和３年２月18日（木）　13：30〜16：30
場所：①山口会場：山口グランドホテル　２階「鳳凰・鶴」
　　　②下関会場：シーモールパレス　　３階「エメラルドの間」
　　　③岩国会場：岩国市福祉会館　　　２階「小ホール」　※②③はWEB研修会場

【研修内容】
　　時　間　13時30分〜16時30分
　　演　題　『改正民法（債権法）改正後に予想されるトラブル』
　　講　師　深沢綜合法律事務所　弁護士　柴田　龍太郎　氏

　令和３年２月18日（木）　山口市小郡黄金町の山口
グランドホテル（出席者数83名）にて不動産研修会
が行われました。今回の研修は新型コロナウイルス
感染症拡大防止の為、初の試みとして下関シーモー
ルパレス（出席者数35名）と岩国市福祉会館（出席者
数56名）にＷＥＢ会場を設け、３会場で同時開催致
しました。（合計出席者数174名）
　今回の研修テーマは『民法改正（債権法）改正後に
予想されるトラブル』と題して、東京の深沢綜合法律
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。柴田先生には昨年２月の不動
産研修会にも『改正民法における売買・賃貸契約書の
解説』で講習していただき２年連続となりました。
　民法改正からちょうど１年経過していますが、会員
の皆様からはまだ不動産売買契約における取引上の大
きなトラブルがあったとの報告は受けておりません。

　しかし今後は、買主から売主に対して契約不適合
責任を問われる事態が起きてくるとも限りません。
その仲介をする我々宅建業者は、重要事項作成業務
がますます文字通り重要になってきます。民法改正に
より瑕疵担保責任が契約不適合責任へと名称変更さ
れて、内容も買主の権利を拡充する方向で変更されて
います。売主、売主側の仲介業者が過大な負担を負わ
ないようにする為には、まず改正民法をよく勉強した
上で、新しいルールが不都合な場合は、売買契約書で
修正する事も必要です。但し宅建業者が自ら売主と
なる、宅地・建物の瑕疵担保責任については、契約書
による修正は不可です。（宅建業法第40条）
　今回の研修は民法改正により、我々業者はどのよう
に対処すればよいのかという事をあらためて気付か
された研修でした。

法務副委員長　竹 下 雅 樹

①山口会場柴田弁護士 尾村会長 司会	清水法務委員長

②下関会場 ③岩国会場
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（一社）全国賃貸不動産管理業協会山口県支部研修会　報告

　令和３年１月21日、全宅管理（一般社団法人全国

賃貸不動産管理業協会）タウンミーティング（グルー

プディスカッション）を行いました。このタウンミー

ティングは昨年も行いましたが会員からは大好評で

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。今回は各支部より34名の会員が

参加しました。

　この度のテーマは次の６つです。

　①家賃滞納者に対する最善策は？

　②�空室物件を値下げして募集すると、既存入居者

から値下げ交渉された。適切な対処法は有る？

　③�物件所在地で大規模災害が発生！管理会社とし

て対応すべきことは？

　④�入居者から「室内の湿気が多くてカビが生えた」

とクレーム。どう対処すればいい？また、カビ

が生えやすい物件ならば入居前に告知義務が

あったの？

　⑤�孤独死を発見した場合、連帯保証人にどこまで

責任を負ってもらえるの？（片付け・清掃費用の

他、事故物件となったら損害賠償できるもの？）

　⑥�退去時の立会いや精算業務、原状回復問題でト

ラブルを未然に防ぐために留意しておくこと

は？

　１グループ５人〜６人で全６グループ構成です。

３グループで半分のテーマを、各テーマ約25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。また、この度はオブザーバーと

して、山口県宅建協会の顧問弁護士を務めておられ

ます清水茂美先生にご出席頂き、様々な質問に対し

て改正民法等を踏まえた回答を頂きました。

　会員からは、各社の考え方、対処方法、経験談が

聞けて大変役に立った、自社に取り入れていきたい、

来年も参加したいなど様々な意見をもらいました。

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のご協力を宜しくお願

いすると同時に、全宅管理のご入会をお願い致し

ます。

副会長　主 計 龍 雄
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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
37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・違反件数は
ともに減少しており、違反事案について悪質
なケースはありませんでした。
　違反の具体的な事例は、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。
　その他、従業者証明書の不携帯や重要事項
説明書の一部不備（項目もれ）など、法令の基
礎的な知識不足によるものが見受けられまし
た。
　自らが直面する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
法の遵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（24） 2（0） 0（0） 37（24） 8（6） 0（0） 0（0） 8（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……１件
　　・帳簿の備付け義務違反…………０件　 ・本人確認義務違反…………………３件
　　・重要事項説明書の一部不備……１件　 ・37条書面の一部不備………………０件　
　　・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……………………………４件
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10

下関shimonoseki

不当要求防止責任者講習会開催
法務委員　中 野 広 雄

　令和２年11月19日下関市竹崎町のシーモール
パレスにて３年に一度の不当要求防止責任者講
習会が開催されました。マスク着用、手指の消毒、
検温チェック、換気も十分に行い、受講者席は
３人掛けに一人程度と間隔を十分に取り、講師
席も同じく万全な新型コロナウイルス感染防止
対策のもとでの開催となりました。
　NO暴力団、金を出さない断固拒否、関わりを
持たない、跳ね除ける、利用しない、交際しない、
恐れない等の大変わかりやすいお話があり、引
き続き恒例のロールプレイングとなるのですが、

今回はDVDの放映でした。登場人物が迫力満点
で自分も登場人物の一員となった気持ちとなり、
毅然とした態度が重要だと再認識したところで
す。
　コロナ禍の中での不当要求防止責任者講習会
もスタッフの皆さまのご尽力により大変有意義
に無事終わりました。関係者の皆さま長時間ご
苦労様でした。
　なお、80日経過した現在も新型コロナウイル
スの感染はありません。
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支 部 だ よ り

令和２年度第２回山口県不動産研修会開催
法務副委員長　高 山 　 徹

　令和３年２月18日（木）13：30より、第２回

山口県不動産研修会が開催されました。

　新型コロナウイルス感染症対策として会場を県

内３会場に分け、第１会場（山口グランドホテル）

での講演を第２会場（下関会場）と第３会場（岩

国会場）へWEBで繋ぐという新しい形での開催と

なりました。

　下関会場では、入場時の検温やアルコール消

毒、そしてソーシャルディスタンスなど徹底した

感染症対策の中、35名の出席がありました。

　最初に林支部長よりご挨拶をいただき、その

後研修会が開始されました。研修の演題は『改正

民法（債権法）改正後に予想されるトラブル』とし

て、深沢綜合法律事務所弁護士の柴田龍太郎氏

に二部構成でご講演をいただきました。WEB形式

ということで、少し音声が聞き取りづらいところも

ありましたが、改正前と改正後の比較を過去の事

例をもとに分かりやすくご説明いただき、今後予

想されるトラブル対策への参考になりました。

　未だ新型コロナウイルス感染収束の兆しが見

えない状況ではありますが、やはりこのような会

員に有益な研修会等は必要なものだと思います。

WEB形式での研修会等においても感染症対策に

対しこれまで以上に気を引き締め、精度を上げて

開催して参りますので、今後もさらなるご参加を

いただきますようお願いいたします。

　最後に、一日も早く新型コロナウイルス感染症

が収束することをご祈念申しあげます。
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宇部ube

第２回宇部支部研修会
　2020年12月８日（火）宇部市文化会館にて、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「インスペクションの補助金につい
て」と題し、講師は山口県土木建築部住宅課�民間住宅
支援班�主任�三浦直之様より、なかなかわかりにくい
インスペクションの補助金制度についてのご説明をい
ただきました。
　第２講は、演題「JＡ住宅ローンについて」と題し、使
いやすいＪＡ住宅ローンのご説明をいただきました。
具体的な事例のお話もあり、皆さん興味をもって聞き
入っておられました。
　第３講は、演題「ＩＴ重説のＺｏｏｍによる利用法」
と題し、村田理事からＺｏｏｍのインストールからの
利用法をわかりやすく説明していただきました。その後

は前もって録画された土岐山理事主演の「ＩＴ重説の
動画」を見ながら、「ＩＴ重説って、こんな感じなんです
よ」と説明。これからは売買でもＩＴ重説が始まりそう
です。皆さん熱心に聞き入っておられました。
　第４講は、演題「ハトマークＷＥＢ書式作成システ
ムの使い方について」と題し、栗原理事より丁寧な説明
と実演がありました。スクリーンを利用して、実際の登
録や便利な使い方などを実演していただくと、紙ベー
スで見るよりは格段にわかりやすかったように思いま
す。使ったことのない便利な機能もあり、皆さん「おー」
という感じでした。
　コロナ禍の中、またお忙しい中、参加いただいた会員
各位には感謝申し上げます。支部役員一同頭をひねっ
て、会員各位のお役に立つような「演題」を考えてまい
ります。次回の研修会にもぜひご参加下さいませ。

山陽小野田市空き家対策セミナー・相談会

　10月31日に、山口県主催の空き家対策セミナーが
開催されました。会場内には消毒液やパーテーション
が設置されるなど、新型コロナウイルスの感染予防対
策が徹底されていました。
　さて、今回はセミナー後の個別無料相談会の相談員
として参加させていただきました。その際の相談内容と
して、『親から相続した不動産の雑草や庭木の管理が
大変だ』『住んでいない家の固定資産税が負担になる』
や『空き巣の被害に遭うのではないかと心配していま
す』など、不安や悩みを抱えている方が多く、空き家が
身近な社会問題になっていることを実感しました。

　空き家の問題に耳を傾ける宅建協会員は、不動産の
専門家として知識の向上に日々努める重要性と、また
気軽に相談で
きる窓口とし
て地域社会か
ら必要とされ
ていることを
あらためて感
じさせられま
した。

理　事　石 本 和 彦
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支 部 だ よ り

�

○入会者（正会員）　
　１．野村　洵司� ㈱ＢＬＡＳＴ� 新規入会
　２．伊藤美菜子� 田中建設㈱
� 　　宇部店� 支店長変更

○退会者（正会員）
　１．和田　浩義� ㈱ＳＥＳ� 廃　業
　２．大塚　英敏� 田中建設㈱
� 　　宇部店� 支店長変更

○退会者（専任取引士）
　１．池上　博文� ㈱ＳＥＳ� 廃　業　

会　員　の　動　き

免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 書類提出期限

日興石油㈱ Ｒ3．6．  1

㈱エステート企画 Ｒ3．6．26

エム・プラス Ｒ3．7． 9

新光産業㈱ Ｒ3．7．19

日立建設㈱ Ｒ3．7．27

※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※

第15回寺子屋たっけん開催
　恒例となりました「寺子屋たっけん」が開催されまし
た。今回は繰り返し復習ということで「民法改正の際、
賃貸契約の更新について」「重説における水害ハザー
ドマップの記載法」「売買決済の際の振込手数料の負
担について」等、普段なかなか聞きにくいことついて意

見が交わされ、いつもながら本当
に楽しく学べる寺子屋たっけん
です。
　次回も皆様の参加をお待ちし
ております。勉強になりますよー�
（*^^*）

㈱ＢＬＡＳＴ

代表取締役　

野村　洵司
宇部市大字吉見字宇野尾手970-7
TEL�0836-62-2243
FAX�0836-62-1443

　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BLASTの野村と申します。

弊社は人の生活する建物や土地に携わらせていただき
ながら地域の発展や貢献に少しでも力になれたらと思い
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。

業　者　名 書類提出期限

㈱エステート企画 Ｒ3．6．19

㈱国際ホーム Ｒ3．6．31

㈱ザイマ Ｒ3．7．17

長沢建設㈱ Ｒ3．7．19

㈲ゆたか Ｒ3．8．19
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山口yamaguchi
山口yamaguchi

婚活セミナー＆交流会
総務委員長　右 田 善 弘

　昨年の12月22日に山口南総合センターにて婚活セ
ミナー＆交流会へ参加しました。
　このセミナーでは、各企業や各協会団体の結婚支援、
企業内婚活サポートをされてる方対象で、婚活パー
ティー、カップリングパーティーのスペシャリストの
野関由味子講師による婚活の現状を講義してもらい参
加者でグルーブセッションを行うという内容でした。
　婚活の現状ですが、30歳以上の未婚参加者データー
によると90％は結婚したい気持ちがあるのに５年後
実際に結婚出来た率は30歳〜34歳で31.3％、35歳〜
39歳で10％、40歳以上となりますと４％以下という
結果になってます。
　婚活している皆さんは結婚したいのに何故？という
結果に驚きました。その理由として、仕事が忙しくて
時間が無い、結婚したいが出会いが無い、面倒くさい、
転勤が有る、経済力に不安があるなど結婚に対して後
ろ向きな意見もある様でした。そこで企業や各団体の
支援が必要となり、婚活を容易に出来る基盤整備とし
て各企業、各協会間、各業種間での交流会（婚活パー
ティー、縁談相談）の開催、企業が婚活による行事参

加者に有給休暇の設定、参加費の負担など今後必要で、
結婚というものが良いものであると伝える事が大切、
などの意見が出ました。また、人と人の対面距離感に
関する心理の講義によりますと、初対面の方に会う際、
正面から近づくと個人差はありますが近づいて欲しく
ないテリトリを意識してしまいますが、横に寄り添う
様に接すると意外に抵抗が無くなる様です。
　という様に婚活の実態、対策、対人対応などを勉強
してその後交流会へとなりました。
　交流では各班に分かれ「婚活参加者にとって充実感
のある婚活パーティーを開催するならどの様な企画し
ますか？」というテーマで考え発表する機会もありま
した。私達は婚活が土日、祝日開催が多い点に着目し
て平日開催の婚活企画や、バスに乗って漁業、林業、
農業体験をしながら収穫、料理、最後はお土産付きと
いう企画をしました。その様な感じで各班盛り上がり
約３時間のセミナーはあっという間に終了し、私達宅
建協会も地域貢献事業として婚活問題解消の為、今後
も積極的に進めていく必要があると感じ会場を後にし
ました。

住居表示の実施が
ありました

　２月20日、山口市小郡下郷の一部の区域で住居表示の実施がありました。
　山口市ホームページで確認できます。

 二号賛助会員のご紹介

E‒mail : houjinqa@hikkoshi-sakai.co.jp
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支 部 だ よ り

 新入会員のご紹介
株式会社さくら不動産
代表取締役　彌源治　徹
〒753-0065　山口市楠木町２-11
TEL�083-922-8177　FAX�083-902-1882　
山口県知事（１）第3719号

　この度、山口県宅建協会山口支部に新規入会させて頂きました、
株式会社さくら不動産の彌源治徹と申します。
　印刷、広告業界を長く経験しておりました関係で、DJIのドロー

ンによる空撮、写真・動画編集、写真測量なども行っております。もしご興味があればお気軽に
ご相談ください。ご予算等にもお合わせします。
　常に勉強を心掛け、仁義を重んじながら急がず頑張って行きます。ぜひ宜しくお願い致します。

至 

維
新
公
園

至 

山
口
県
庁

ニトリ

神田郵便局まんま
楠
木
保
育
園

ファミリーマート

湯田小

KKR

スシロー湯田中

㈱さくら不動産

９

SMGコンサルタント株式会社
代表取締役　岡村　瞳
〒753-0047　山口県山口市道場門前２丁目５-11
TEL�083-921-8887　FAX�083-921-8889

　この度山口県宅建協会山口支部に入会させていただきま
した、SMGコンサルタント株式会社の岡村と申します。
　弊社は、ドローン販売、ドローンの資格取得講習、整備、農
薬散布、空撮等のドローン事業をしております。更に、不動産

の取引、境界立会（土地家屋調査士在籍）、一般測量から３次元計測、設計、施工及び
ICT施工を１社で行う、ワンストップソリューション企業として日々奮闘しております。
　その他に、家屋解体、宅地造成、公共工事まで幅広い事業実績を積んでおります。
　今後皆様のお役に立てるよう、誠心誠意努力していきますので、今後ともご指導ご
鞭撻のほど宜しくお願いたします。

至 

小
郡

至 

宮
野

山口県庁

山口図書館

井筒屋

山口銀行山口支店

県立美術館
市役所

西京げんや

地方裁判所

正善寺
ＳＭＧコンサルタント
株式会社
（SKYLOOP JAPAN2階）

９

山口

204

203

194

194 201

　　　　

◎新規入会
　SMGコンサルタント㈱� � 代　表　者　　岡村　　瞳
� � 専任取引士　　藤江　義高

◎賛助会員新規入会
　㈱サカイ引越センター九州Ａ法人課� 課　　　長　　山﨑　哲史　

◎商号・代表者変更
　(新)�ヨネケン� � 代　表　者　　米本　駿一
　　���〒753-0212��山口市下小鯖１１１７６番地20
　　���TEL�083-927-0345　　FAX�083-927-1853
　(旧)�米本建設� � 代　表　者　　米本　　一
　(新)�セキスイハイム中四国㈱�山口支店　� 支店代表者　　田中　雄志
　(旧)�セキスイハイム中四国㈱�山口支社� 支　社　長　　樺木　浩昭　　

◎代表者変更　　岡﨑木材工業㈱� (新)�岡﨑玄二郎　(旧)�岡﨑雄一郎
　　　　　　　　山陽土地㈱　　　�　(新)�林　　公司　(旧)�林　　正治

◎専任取引士変更　　㈱物件市場� (新)�清水　心平　(旧)�藤内　秀夫　　
　　　　　　　　　　㈱YM-Create� (新)�藤兼　弘幸　(旧)�弘中　光生

会　員　の　動　き
�

免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 免許有効期限

㈱スペース Ｒ３．  8．  1

㈱きらら Ｒ３．  8．  2

㈲トモ企画 Ｒ３．  8．  7

㈲マツモト・リアリティ・
サービス Ｒ３．10．19

免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅
課へ提出（郵送）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

防府支部研修会開催
法務委員　吾 郷 康 晴

開催日　令和３年３月２日（火）14：00〜15：00
場　所　宅建協会防府支部　
　　　　及び　各会員事務所（ネット参加）
参加者　防府支部への参加11名、
　　　　インターネット参加16名　合計27名

　今回の研修会は、新型コロナの蔓延によりＩＴ化が
進む現状社会において、ますます本格的に運用される
と思われるオンライン打ち合わせ（会議）に必要なＺ
ＯＯＭの使い方、主催の仕方、ＩＴ重説について片岡
法務委員長に講師をしてもらい、大変分かりやすく説
明していただきました。
　第１部はＺＯＯＭの使い方、会議の主催の仕方につ

いての内容でした。初めて使用する人にもわかるよう
にプロジェクターを使用して、防府支部で参加する
方、パソコンを使用してオンラインで参加される方な
ど、今までにない研修会で会員の皆様の意識も非常に
高く、熱心に研修を受けておられました。
　第２部はＺＯＯＭを使ってのＩＴ重説についてでし
た。今年は売買でもＩＴ重説が開始予定でもあります。
研修を通じてＩＴ重説のメリット、デメリットをよく
理解して、今後の世の中の流れにおいて加速すると思
われるＩＴ重説に対応していくことが重要だと思いま
した。
　大変有意義な研修会であったと思います。参加され
た会員の皆様お疲れさまでした。

防府hohu
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支 部 だ よ り

�
免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

コーシン不動産㈱ Ｒ3．  6．13 Ｒ3．5．13

㈱正栄ホーム Ｒ3．  7．31 Ｒ3．6．30

㈲徳冨商事 Ｒ3．  8．10 Ｒ3．7．10

㈲野村興産 Ｒ3．  8．12 Ｒ3．7．12

㈱マイホーム Ｒ3．10．16 Ｒ3．9．16

㈲ＢО企画 Ｒ3．10．20 Ｒ3．9．20

※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※

 新入会員のご紹介
株式会社ＦＵＪＩ
代表取締役　達川　政龍
〒747-0036　防府市戎町１丁目10-14
TEL�0835-26-4155　FAX�0835-28-1347　
山口県知事（1）3717

　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ＦＵＪＩの達川と
申します。
　今まではあさひ不動産の取引士として在籍しておりました。
　引き続き防府支部を盛り上げていく為に努力していく所存です。
　会員の皆様には、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

◎代表者変更� ・㈲第一不動産� 梶山　　隆　→　達川　洋明
� ・㈱ＴＲＥＣＫ� 梶山千佳子　→　梶山　　隆
� ・㈱田村ビルズ防府寿町店� 藤村　剛次　→　光永　真貴

◎専任取引士変更� ・㈱ＴＲＥＣＫ� 小林　静代　→　梶山　　隆

◎所 在 地 変 更� ・㈱ＴＲＥＣＫ� 747-0813　防府市東三田尻１丁目10-12　→
　　��　及び� � 747-0806　防府市石が口２丁目4-21
　TEL･FAX変更� � TEL　38-2722　→　28-7554�
� � FAX　38-2722　→　28-7553　　　

◎退　　　会� ・あさひ不動産� 正　会　員　達川　一英　
� � 専任取引士　達川　政明

会　員　の　動　き
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周南shunan

令和２年度第二回支部研修会
日時　令和３年１月15日㈮　13：30〜16：00
場所　周南地域地場産業振興センター

第１講　演題「宅地建物取引業と人権問題について」
　講師　山口県環境生活部人権対策室　主幹　岡村　光德　様
　　　　山口県土木建築部住宅課　　　主査　中嶋　敏郎　様

法務委員長　原田　浩司
　定期的に講演頂いている人権問題セミナーですが、重要性を再
確認させて頂くいい機会となりました。
　講師の先生からの話によると、取引先から差別に関する地区の
存在について説明を求められても宅地建物取引業法第47条（業務
に関する禁止事項）には該当しないと解釈、運用が定められてい

るので勇気をもって断ることが重要であることを確認しました。
　将来のある子供達に差別のない公平平等な社会を作り上げるた
めに会員が同じ志をもってこれからも業務に励めるようにできた
らと思います。
　今、新型コロナウイルス感染症の影響が出ておりますが、残念
ながら感染された方に対して差別なく正しく感染症を理解し対策
する努力をお互いするように致しましょう。

第３講　演題「ＵＳＥＮの知って得する開業支援斡旋ツール」
　講師　株式会社ＵＳＥＮ　中四国ビジネスアライアンス部
　　　　　部長　清水　亮　様　　課長　蓮沼　広樹　様　　河野　翔平　様

法務委員　村瀨　智美
　研修会の今回のテーマは、店舗賃貸部門に関してのもので、㈱
ＵＳＥＮの清水部長などから「ＵＳＥＮの知って得する開業支援
斡旋ツール」についてのお話を伺いました。
　「ＵＳＥＮ」というとＢＧＭの有線放送の企業というイメージ
がありますが、テナント家賃保証・インターネット回線・監視
カメラ・店舗保険など、店舗等の開業を考えておられるお客様の

様々なお手伝いが可能で、支部会員の皆様がお客様との契約後は、
ＵＳＥＮがフォローできるという開業支援のご説明でした。
　お客様も開業時には様々な事態が想定されますから、安心さ
れ喜ばれることへのお手伝いになる事例ではないかと思われま
した。
　コロナ禍での開催でしたが、皆様ご出席頂き、ありがとうござ
いました。

第２講　演題「山口県建物状況調査等促進補助金について」
　講師　山口県土木建築部住宅課　主任　三浦　直之　様

法務委員長　原田　浩司
　山口県より中古住宅を売却したい方へに保証と安心ための補助
金があることは会員の皆様は既に周知されているかと思います。
インスペクションの実施と既存住宅売買瑕疵保険の加入で最大

５万円の補助金があります。まだ研修会当日時点では枠があると
のことでした。また、交付申請書兼実績報告書の書式に最近印鑑
が不要になったとのことです。
　不動産流通事業拡大のためにある制度は、会員皆様でどんどん
活用していきましょう。
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周南支部　不動産無料相談所について
相談員　原 田 浩 司

宅友会ゴルフコンペ延期のお知らせ
宅友会事務局　幹事　木 本 安 一

　支部会員の皆様には、言葉としては知っていても実
際あまり活動を知られていない不動産無料相談所につ
いてご紹介させて頂きます。
　現在、周南支部の不動産無料相談員は４名で活動
しております。
　活動内容としては、保証協会と宅建協会が運営す
る不動産無料相談所（周南支部事務局）に来所して頂
き、不動産関連の取引をした方々に対してアドバイス
するものを一般相談として、保証業務に関することに
関しては苦情相談として、個別に受付する最初の窓口
をしております。
　相談員は、秘密を厳守し、私見にとらわれず、言
動に注意しながら、先入観をもたず公平公正に判断出
来るように日頃から心がけるようにしております。

　理想的には、不動産取引に関して何もトラブルがな
く問題も起こらないのが一番ですが残念ながらトラブ
ルに発展するケースもございます。
　昨年の周南支部は、一般相談件数は2件、苦情相
談件数は0件と過去と比較しましても相談件数が少な
い年でした。
　これは、常日頃から会員の皆様が倫理綱領に基づ
きながら、誠実な不動産取引を心がけている賜物だと
思います。心より厚く御礼申し上げます。
　近年、不動産関連の法律も改正が続き、不動産業者
として熟知しなければならないことが増えております。
　今後も、周南支部会員同様に常日頃から勉強し少し
でもトラブル解決のお手伝いができるように尽力致し
ます。

　昨年末にお知らせした令和３年１月19日㈫開催予
定の周南支部宅友会ゴルフコンペは新型コロナウイル
ス感染症の感染者拡大に伴いまして残念ながら延期
をすることを決断致しました。

　様々な行事が中止になる最中、明るく楽しい話題を
お届けできたらと思いましたが、感染者の縮小傾向が
見え始めましたら再度企画できたらと思います。
　皆様の次回のご参加心よりお待ち申し上げます。

 新入会員のご紹介
株式会社公司　周南不動産プラス支店
代表者　岩迫　忠司
〒745-0016　周南市若宮町2丁目18番bxビル2階南側
TEL�0834-33-9558　FAX�0834-33-9559
山口県知事（1）3547号

　この度、新規に入会させていただきました㈱公司「周南不動産プラスです」。
　周南不動産プラスではお客様に「安心・安全・満⾜」をご提供出きるよう努力し社会に貢献し続
ける企業として当協会員の名に恥じることないように取り組んで参ります。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
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新年支部講習会
法務副委員長　安 本 　 渉

令和２年度　第２回山口県不動産研修会
法務副委員長　安 本 　 渉

　令和３年１月12日、岩
国国際観光ホテルにて、
会員62名参加で支部講習
会が開催されました。
　第１講は前半が「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　岡村光徳
様、山口県土木建築部住
宅課　中嶋敏郎様よりご
講話いただきました。今
なおこのような問題が存
在する事、我々不動産業者はこの事に真摯に向き合う事が
大切であると改めて感じることができました。
　後半では、「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　三浦直之様よりご説明をいただ
きました。当補助金制度の活用事例が少ないため、積極的
な活用、売主様への紹介をお願いします。との事でした。

　第２講は「不当要求防止責任者講習」で公益財団法人山口
県暴力追放運動推進センター、山口県警察本部組織犯罪対
策課　暴力団排除係のご担当者による講習でした。本講習
は我々宅建業者が３年に一度の受講義務のある講習です。
最新の全国、山口県の暴力団情勢についてや、DVD視聴な
どで実務に活かせる内容も多く、大いに勉強になりました。
暴力団がどんな事を考え、どういう手口で入り込んでくる
かがわかり易く描かれたDVDも有意義な内容でした。
　本年はコロナ禍での新年支部講習会となりましたが、多
くの会員の皆様にご参加いただき成功裏に終える事ができ
ました。参加された会員の皆様、本当にお疲れさまでした。

　令和３年２月18日、岩国
市福祉会館にて、岩国支部
より53名、柳井支部より３
名の会員出席の総勢56名参
加で第２回山口県不動産研
修会が開催されました。
　今回はコロナ禍というこ
ともあり山口会場とオンラ
インで繋いでの研修会とな
りましたが、終始滞りなく
実施され、会員皆さんから
も多くのご好評をいただく
事ができました。

　研修会では『改正民放(債権法)改正後に予想されるトラブ
ル』という演題で深沢綜合法律事務所　弁護士　柴田龍太
郎先生にご講義いただきました。不動産売買取引における

旧法の瑕疵担保責任と改正法の契約不適合との違いによる
取引上の注意点を多くの実例を交えて説明をしていただき
ました。また、賃貸取引における連帯保証人への情報提供
義務、賃借人の賃貸物件一部滅失による賃料減額等、私た
ちが実務上直面する可能性の高い内容についても詳しく説
明をいただきました。とても有意義な研修会でした。
　今後の研修会等も可能な限り、今回のようなオンライン
研修会として実施されれば、会員の皆様の時間と経費の削
減に繋がり、結果と
してより多くの会員
が受講可能な研修会
となる事が期待され
るところです。
　参加された会員の
皆様、本当にお疲れ
さまでした。
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可搬式発電機を寄贈
業務委員長　松 前 康 宏

　令和３年２月18日（木）10時より岩国市役所において、
可搬式発電機１台を寄贈しました。
　塩田支部長、見室副支部長、松前業務委員長、坂井総務
委員長、竹之内法務委員長の５名が出席し、福田市長へ目
録を手渡しました。
　岩国支部が毎年開催する婚活パーティーが新型コロナ
ウィルスの影響で中止となり、協議の結果、社会貢献活動
の取り組みの一環として、災害の発生時に役立ててもらう
ため、発電機を寄贈させて頂く事となりました。

　災害時に役立つことはもとより、日頃の屋外活動等でも
活用し、緊急時に速やかに活用できる様にしておきたいと
の事でした。

釣り場放浪記
　２月16日６時、８人の釣り人が遊漁船「ゆきかぜ」に乗
組み、新港を出港しました。向かうは周防大島の情島（な
さけじま）沖です。昨年12月８日以来久々の釣行になるの
で、皆早朝から張り切っています。中には興奮して、昨晩
からなかなか寝付けなかったメンバーもいた様です。本日
の釣りは、当初では大アジを釣りに行く予定でしたが、こ
こ最近連日の強風により途中の海域が時化て、大アジのポ
イントまで行くことができなくなったため、予定変更とな
りました。そこで、大アジに代わって登場したターゲット
がメバルです。
　７時頃ポイントに到着。釣り方は、伝統的なカブラ針を
使ったメバル専用の鳴門サビキを使用。エサは一切使いま
せん。水深は30〜40ｍ。早速仕掛けをセットしようとしま
すが、メバル仕掛けのハリス（糸）はとても長いので、強
風に煽られ糸が絡まりぐちゃぐちゃになったりして、大変
な思いをした人もいました。そんな困難を乗り越えて投じ
た第一投は、皆の思いどおり好反応なものでした。仕掛け
には針が６〜８個付いていますが、メバルが全部の針
に食いつき、鯉のぼりのように上がってくる様な人もいて、
出⾜絶好調で、数が釣れる予感がします。あと注意点は、
メバルは岩礁帯に生息しているので、岩礁の窪みに
仕掛けのオモリが挟まらないようにすることです。
ちなみに、いきなりそうなってしまうことを「ホール
インワン」と言います。（まるでゴルフの世界みたい
ですね……笑）
　船上かなり賑わっている中、別の竿をセットして
いる釣り師がいました。それは、ライトジギングと
いう釣り方で、小型のメタルジグを使ったルアー釣
りです。狙う魚種はハマチなどの青物です。本日は
メバル一本の釣りで、他の魚の釣りは厳しいにもか
かわらず、あくまで自分が釣りたい魚の釣りに挑戦

するというポリシーには、改めて感心します。今回は残念
ながらハマチは釣れませんでしたが、また次回のお楽しみ
にとっておきましょう。
　朝マヅメの高活性の時合も遠のいたので、船は次のポイ
ントに向かいました。水深は40〜50ｍ。このポイントで
は、鯉のぼり状態は滅多にありませんでした。朝マヅメ後、
メバル達はもうお腹いっぱいになってしまったのでしょう
か、ポツリポツリとしか釣れませんでした。が、皆着実に
数を伸ばしつつあります。
　その後、船は最後のポイントへ向かいます。そのポイン
トは、最初に入ったあの絶好調のポイントです。やはり、
朝一の活性の高い時間帯に比べて食いは落ちましたが、皆
ボチボチ釣り上げ、終わってみれば最高釣果50匹ほどが数
人で、全員数釣りが楽しめた釣行となりました。
　コロナ禍ということで
引続き小宴会は行いませ
んが、メバルは人気の魚
種なので各自持ち帰った
時、「最高のおみやげだ！」
と喜ばれたはずです。

沖メバルの数釣り
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新型コロナウイルス感染症で思うこと
法務委員長　児 房 貴 志

　新型コロナウイルス感染症については、１日に３千人を超える感染者が確認されるなど、感染拡
大地域は全国に広がりつつある事態が生じています。感染の拡大だけでなく、感染者や医療従事者
などへの差別や偏見等の差別事例が全国で多数発生しているようです。
　自宅や職場を特定され、誹謗中傷などの被害にあい、引っ越しを余儀なくされた等の話しをきく
と本当に気の毒でなりません。
　誰もが感染する可能性があるため、「自分がされて嫌なことはしない」と改めて自分に言い聞かし、
思いやりの気持ちを持って人と接していかなければと思います。
　社会的な完全回復にはまだ時間が必要ですが、皆が安心して暮らすことができる地域社会にして
いくためには一人一人が思いやりの気持ちを持って人と接することが必要だと思います。

�
免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 免許有効期限

㈲サンエイ Ｒ3．4．20

㈲アサヒ企画 Ｒ3．5．14

兼本建設㈱ Ｒ3．5．17

㈱イワキ Ｒ3．5．20

大和建設㈱ Ｒ3．7．13

㈱ピアレックス Ｒ3．7．22

㈱公司 Ｒ3．8．  1

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ください。
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。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/a/f/4/af4a4f507108f7873f3426b05174c33a.pdf
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　コインパーキング事業者が、その隣地建物所有

者に対し、建物の壁面タイル落下の危険性により

駐車場営業ができなかったとして、エ作物責任に

基づく損害賠償を求めた事案において、駐車場利

用者の危険の現実化が認められる事業者が閉鎖し

た部分の逸失利益一千万円余が認められた事例

（東京地裁�平成31年３月25日判決�ウエストロー・

ジャパン）

１　事案の概要

　平成19年５月、Ｙ（被告・法人）は、本件建物（昭

和60年１月新築、地上９階建）を競売にて取得し、

ホテル事業を営んでいた。

　本件建物は、平成27年４月に実施された建築基

準法12条に基づく定期調査報告において、本件建

物の全面について、壁面タイルの剥落が認められ、

要是正の指摘を受けたが、Ｙは是正を行なわな

かった。

　平成28年５月、本件建物の壁面からタイルが剥

落し、消防署が出動する事故が発生した。

　平成29年４月14日頃、壁面から剥落したタイ

ルが、本件建物の隣地の本件駐車場内に落下した

ことから、本件駐車場でコインパーク事業を営ん

でいるＸ（原告・法人）は、同年４月17日から同

年７月17日まで本件駐車場の全16車室を閉鎖し、

同月18日以降については、本件建物に隣接する

10車室は閉鎖を続け、隣接しない６車室について

は営業を再開した。

　ＸはＹに対し、平成29年４月以降繰り返し早期

に本件建物の修繕工事を行うよう求めたが、Ｙは

平成30年６月に本件建物の一部にネットを張った

ものの、本件建物の壁面修繕工事は行わなかった。

　平成29年９月、本件建物から剥落したタイルが

本件駐車場内に落下した。

　また、平成30年４月にもタイルの剥落事故が発

生し、消防署が出動して浮いているタイルが消防

署により叩き割られた。しかし、同年９月にもタ

イルの落下事故が発生した。

　Ｘは、本件建物の瑕疵により、駐車場営業がで

きなくなったとして、Ｙに対し、工作物責任又は

不法行為に基づき、本件駐車場の閉鎖による逸失

利益１千万円余、弁護士費用100万円の支払いを

求める訴訟を提起した。

　Ｙは、平成28年５月の消防署の出動により建物

のタイルの状況が確認されたことから、タイルの

落下危険性は乏しいものになった、また、平成30

年４月の消防署出動により、浮いているタイルは

叩き割られ、平成30年６月には落下の可能性があ

る部分についてネットを張ったことから、本件駐

車場にタイルが落下する危険はないと主張した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を一部

認容した。

（民法717条の瑕疵の有無について）

　建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵と

は、通行人等の生命、身体又は財産を危険にさら

すような瑕疵をいい、現実的な危険をもたらして

−建物所有者の管理責任−

壁面タイル落下の危険性を放置した建物所有者に、営業がで
きなかった隣地駐車場の損害について賠償責任を認めた事例

（東京地判　平31・3・25　ウエストロー・ジャパン）中戸　康文

最近の裁判例から
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いる場合に限らず、これを放置するといずれは通

行人等の生命、身体又は財産に対する危険が現実

化することになる場合には、当該瑕疵は、建物と

しての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当し、外

壁が落下して通行人の上に落下したりするなどし

て人身被害につながる危険があるときにも同瑕疵

に当たるものと解される（最一判�平23・７・21�

集民237号293頁）。

　民法717条１項にいう土地の工作物の設置又は

管理の瑕疵とは、工作物が通常有すべき安全性を

欠いている状態をいうところ、建物としての基本

的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、工作物

が通常有すべき安全性を欠いている状態に当たる

というべきである。

　本件建物においては、平成27年の定期調査報告

時点で複数の壁面にタイルの剥落が認められ、平

成29年４月以降、複数回にわたって、壁面タイル

の剥落が続いており、本件駐車場に面した本件建

物のネットが張られていない部分についても、タ

イル等の剥落があるのみならず、ひび割れや劣化

が認められる。

　そうすると、本件建物の壁面の状態を放置した

場合、タイル等の剥落により、いずれは本件駐車

場の利用者や通行人等の生命、身体又は財産に対

する危険が現実化するものと認められるから、本

件建物には民法717条１項にいう設置又は管理の

瑕疵があると認められる。

　Ｙは、平成28年５月、平成30年４月の消防署

出動によって、安全確認が行われタイルが落下す

る危険がなくなったなどと主張するが、消防署が

本件建物全体のタイルの安全性を確認したとする

証拠はなく、その後も本件建物の壁面からタイル

の剥落が続いているのであるから、その主張は認

められない。

　また、本件建物にネットを張ったとも主張する

が、タイル等の落下状況によってはネットのつな

ぎ目の隙間から、本件駐車場に落下し、利用者等

の危険が現実化することになると認められるか

ら、ネットが張られたことをもって、Ｙの主張を

認めることはできない。

(Ｘの損害について）

　Ｘにおいて、本件建物に近接する10車室を閉鎖

したことは、必要かつ相当な措置であったといえ

る。他方、本件建物から10mの範囲内にない６車

室については、利用者等の危険の現実化が認めら

れないことから、閉鎖が必要かつ相当な措置で

あったとはいえない。

　以上により、Ｘの請求は、本件駐車場の平均売

上(１車室当たり1437円／日）を前提とした平成29

年４月17日から本判決確定日までの10車室分の

逸失利益１千万円余、並びに弁護士費用100万円

余の限度で理由があるからその限度で認容する。

３　まとめ

　Ｘの駐車場利用者にタイル剥落による被害がな

かったことは、幸いであった。もし、Ｘの速やか

な駐車場閉鎖が行われず、駐車場利用者に人的損

害が発生していれば、Ｙは、被害者に対して、建

物の工作物責任（無過失責任）による損害賠償（民

事責任）を負うのみならず、その被害発生につい

て、予見可能性・結果回避可能性があったと考え

られることから、業務上過失傷害罪（刑事責任）

をも問われるところであったと思われる。

　建物所有者の責任として、人的被害の発生の回

避は最優先事項であり、本来であれば、Ｙは、Ｘ

に危険回避のための駐車場閉鎖を要請し、その後

速やかに剥落事故が起きないよう建物の修補等の

対応を行うべきであって、それがまた、Ｙの損害

拡大（被害者発生・賠償責任）の回避、対応費用

の最小化になるところであったといえよう。

� （調査研究部上席主任研究員）

（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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令和３年度宅地建物取引士法定講習会のご案内
　令和３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み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
できなくなります。

※新型コロナウイルス感染症に係る対応のために実施方法を変更する場合があります。宅建協会の
ホームページにて、最新の情報を公開しますのでご確認ください。

《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 令和３年��4月13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

令和３年��8月��9日から
令和３年10月12日まで

第２回 令和３年��6月��8日 令和３年10月13日から
令和３年12月��7日まで

第３回 令和３年��8月10日 令和３年12月��8日から
令和４年��2月��9日まで

第４回 令和３年10月12日 令和４年��2月10日から
令和４年��4月11日まで

第５回 令和３年12月14日 令和４年��4月12日から
令和４年��6月13日まで

第６回 令和４年��2月��8日 令和４年��6月14日から
令和４年��8月��7日まで
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 周南 （1）3547 ㈱公司周南不動産プラス支店 岩迫　忠司

2 山口 （1）3715 SMGコンサルタント㈱ 岡村　　瞳

3 防府 （1）3717 ㈱FUJI 達川　政龍

4 山口 （1）3719 ㈱さくら不動産 彌源治　徹

5 宇部 （1）3724 ㈱BLAST 野村　洵司

6 宇部 （1）3726 イデアル不動産 大塚　英敏

7 宇部 大（1）
9865 ㈱未来life山口営業所 楠本　美晴

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 岩国 （5）2874 南商事不動産㈲ 白木　　満

2 防府 （4）2983 あさひ不動産 達川　一英

3 周南 （3）3160 不動産情報センター 早田　英臣

4 柳井 （2）3355 ㈱内海商事 大枝由美子

5 岩国 （2）3395 ㈱西部不動産事業部 末廣　達郎

6 宇部 （1）3519 ㈱SES 和田　浩義

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者 継承理由

承　　継

1
新
山口

(1)3722 ヨネケン 米本　駿一
事業承継

旧 (8)2051 米本建設 米本　　一

2
新

萩
(1)3723 ㈱萩宅建商事

竹内　重信 個人→法人
旧 (13)818 萩宅建商事

入　退　会　等

協 会 の 動 き
21 木 全宅管理山口県支部研修会 於 会館 出席者34名

25 月 第５回業務委員会 於 会館 出席者７名

２月

3 水
第６回常務理事会

於 会館
出席者9名

第７回理事会 出席者24名

8 月 事務局長会議 於 WEB 中島

9 火 第６回宅建取引士法定講習会 於 会館 木原

10 水 山口県居住支援協議会　
第３回意見交換会（萩エリア） 於 萩 中島、岡村、山縣

16 火 第２回公益法人移行検討特別委員会 於 会館 出席者７名

18 木 第２回山口県不動産研修会 於
山口､
下関､
岩国

出席者174名

25 木 第５回法務委員会 於 会館 出席者10名

26 金 第４回全宅連中国・四国地区連絡会 於 広島 尾村

12月

4 金 全宅保証苦情解決・弁済業務合
同研修会 於 WEB 清水、上田

8 火
全宅管理第４回理事会 於 WEB 主計

第５回宅建取引士法定講習会 於 会館 竹下

15 火 第４回法務委員会 於 会館 出席者10名

22 火

第５回職場改善特別委員会

於 会館

出席者９名

第５回常務理事会 出席者９名

第６回理事会 出席者28名

１月

14 木 第５回総務委員会 於 会館 出席者12名

15 金 山口県居住支援協議会　
第２回意見交換会（萩エリア） 於 萩 中島、岡村、山縣

19 火
全宅連第３回広報啓発委員会 於 WEB 尾村

全宅管理第３回業務企画委員会 於 WEB 主計
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支部お薦めシリーズ
75

宇部支部

時事
 雑想

　コロナウイルスが全世界に
拡がり始め、この文章を書い
ている時点で１年が経過した。
　たった１年だが世の中も随
分と様変わりした。ちょうど

１年前頃は。みんながマスクや消毒液を買い求めて大騒ぎをし
たものだ。花粉症の私などは、マスクがないと外に出られない
ので本当に困り果てた思い出がある。
　今ではマスク騒ぎは解消し、老若男女問わず皆が当たり前の
ようにマスクをするようになった。マスクだけではない、人の
移動や接触も無くなった。おかげで旅客関係や飲食関係など多
くの業種が経済的に大打撃。多くのコンサートやイベントも中
止となり人々の楽しみも失われた（私はやっと手に入れた米津
玄師のコンサートチケットが中止に！悲しい）。さらに感染者に
対するいたわりの心を忘れた人も多く、人の心も荒んだようだ。

　しかし一輪咲いても花は花、小さな微笑みもある。マスクを
する事で重説を読む時に唾が飛ぶのを気にしなくてよくなった
り（年を重ねて唾が飛びやすくなりました）。換気の為、窓を開
けることで新鮮な空気を取り込み、ちょっとした清々しい気分
を味わったり（エアコンの使用も減り電気代もお得）。Go�To�Eat
で普段食べに行けない美味しい食事が出来たり（大家族の私は
外食費がキビシイ）。
　けれども私たち不動産業者にとっては、リモートワークのお
かげで普段会えないお父さんと、一緒に過ごせる時間が増えた
子供の微笑みや、バラバラに出かけることの多くなった家族が
久しぶりに皆でリビングで過ごす、にぎやかな団らん、これら
が私たちが取引したマイホームで営まれていると思うと、一輪
の花のように小さく微笑まずにはいられない。
　どんなに生活が様変わりしても、この一輪の花の微笑みだけ
は変わらずにありたいと心から思う。

宇部支部　木　原　隆　一

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

上梅田バス停
　宇部市東須恵にあるバス停「上梅
田」「かみうめだ」と読むのですが、音
読みすると「ジョーバイデン」と読め
ることから、ツイッターで話題になっ
てます。私もお友達から聞いて「あ〜、
ほんとだ〜」とびっくり。先日、バス
停の写真を撮りに行った時も、上り下
りで３名の方が写真をパチパチ（笑）
話題が広がりをみせてるような気がし
ます。
　場所は国道190号線沿いの幹線道路
で、「宇部市営バス」「サンデン交通」
「船木鉄道」の３社が停車します。宇
部市と山陽小野田市を結ぶ幹線道路で
すが、「ジョー・バイデンさん」と「上
梅田」もご縁ができるといいなぁ。今
のコロナ禍が収まり、ジョー・バイデ
ンさんが上梅田バス停で写真をパチ
リ、なんてことになるとすごいですね。
　福島県須賀川市にも福島交通の「上
梅田」というバス停があるそうです。
アメリカ大統領と同じ読みのバス停が
あるということで、こちらとも何かご
縁ができるといいなぁと思います。
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