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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
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。

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
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。

ハトマークビジョン山口
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（一社）山口県宅地建物取引業協会、（公社）全宅保
証協会山口県本部は令和３年５月27日㈭、山口県不
動産会館におきまして、定時総会を開催致しました。
今年も、コロナウイルスの影響で来賓をお呼びせず、
出席者を正会員に絞って開催しました。箱﨑総務委員
長の司会で始まり、開会の辞を浅川副会長が述べられ、
物故会員への黙禱、会長の挨拶と祝電披露と続きまし
た。そして議長団選出があり、㈱アスワンの松前康宏
様（岩国支部）、㈱エステートライフ下関の吉永威一

朗様（下関支部）の両氏を指名致しました。議長より
定足数の発表があり、総正会員数759名、出席正会員
数588名（内訳　会場出席者38名、委任状出席者550
名）の発表を受けて、議長は定款第26条第１項に基づ
き、本大会が有効に成立した旨を宣言し、議事に入り
ました。出席正会員からの積極的な質問・お願い・お
礼等もあり、全ての議事は無事に審議されまして、閉
会の辞を主計副会長がされて、閉会となりました。

令和３年度　定　時　総　会

議事　（一社）山口県宅地建物取引業協会
〔報告事項〕
　報告事項１　令和２年度事業報告の件
　報告事項２　令和２年度公益目的支出計画実施報告書の件
　報告事項３　令和３年度事業計画の件
　報告事項４　令和３年度収支予算の件
　報告事項５　その他の件（定款施行規則一部改正の報告）

　

〔決議事項〕
　第１号議案　令和２年度収支決算承認の件・監査報告
　第２号議案　公益社団法人への移行申請手続き承認の件

令和３年度
スローガン

新型コロナウイルスの感染拡大の終息と
　　　　　新入会員の拡大で協会の発展を！

議長　松前康宏氏　　　　　　　　　　　　吉永威一朗氏

閉会の辞

会長挨拶 開会の辞
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　令和３年度の本部総会が５月27日㈭10：30協

会本部におきまして無事開催されましたことに

お礼とご報告申し上げます。またコロナ禍にも

関わらず、会場出席していただきました会員の

皆様にも心から感謝申し上げます。

　当日において山陽新幹線が走っている大阪か

ら福岡までの６府県で見れば、緊急事態宣言が

発令していないのは山口県だけでした。したがっ

ていつ宣言が発令されてもおかしくない状態で

したが、何とか当日まで発令されず、無事に総

会を開くことが出来ました。

　令和２年度はコロナで始まり、コロナで終わ

りました。コロナ禍であっても私たち事業者は、

自粛はしておれません。感染防止に気をつけな

がらではありますが営業活動はしています。そ

の活動に必要となる研修会を２回実施しました。

また土地価格査定書に必要な事例地の見直しも

会員の皆様のご協力を得て行うことが出来まし

た。親睦のゴルフ大会も行うことが出来ました

が、残念ながら各支部における会員同士の交流

の場である、忘年会や新年会は感染防止のため、

やむを得ず中止になっています。また、一部の

社会貢献事業は実施できませんでした。

　今年度は11月に創立60周年記念事業を計画し

ております。また、当協会の一般社団法人から

公益社団法人への移行の準備を進めていきたい

と考えております。早く新型コロナが収まり、

今までのような事業活動が行えることを願って

やみません。“アフターコロナ” の現象がどんな風

に現れるのかわかりませんが、注視をしながら

粛々と事業の遂行をしていきたいと思っていま

す。今年度も会員皆様のご支援とご協力をよろ

しくお願い致します。

ご 挨 拶
会長　尾　村　成　一
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副 会 長 挨 拶
　この一年間はコロナ禍により、今までに経験した事の無い社会生活を強いられ

ました。そして現在もまだ続いて混乱した社会状況です。大きい一部上場企業か

ら零細の個人事業者のすべてが大変な一年間を過ごして来ました。個人の飲食業

の経営者さんは非常事態宣言の下で店を開けることが出来ずに、大変なご苦労を

されておられます。

　このような社会状況の下で、この一年間は充分な活動が出来ませんでした。

但し、研修会等予定していた諸行事はすべて、会員の皆様のご協力により行う

事が出来ました事をご報告致します。昨年からの僅々の目標でありました、新

規入会促進事業は今年度も引き続き、重点目標として強力に推し進めてまいり

ます。尾村会長を支えて会員の皆様の役に立つ山口県宅地建物取引業協会を目

指します。

副会長

浅　川　幸　則

　日頃、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会の活動にご協力頂きまして厚く

お礼申し上げます。また、先般の定時総会が無事行われました事重ねてお礼申し

上げます。

　賃貸住宅管理業の重要性が高まる中、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する

法律が制定されました。いよいよ本年６月中旬から管理業法登録制度が義務化さ

れます。登録要件は管理戸数200戸以上であることが定められていますが、200

戸未満でも任意登録は可能です。全宅管理は会員全てが登録することで、オー

ナー、消費者から信頼できる不動産業者を目指しています。また、賃貸住宅管理

業を行う営業所又は事務所ごとに、１人以上の業務管理者を専任しなければなり

ません。業務管理者には賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士がなれますが、

移行講習、指定講習を受講しなければなりません。詳しくは全宅管理のホーム

ページを参照してください。

　今後、研修会、タウンミーティング等を通じて会員の皆様と意見交換しなが

ら、協会の更なる発展に少しでも貢献できるようにしていきます。

副会長

主　計　龍　雄

5



専門委員長挨拶

　2020年から2021年にかけて「コロナ・コロナ」で明暮れ、新聞記事・ニュース報道等
コロナ一色でスタートしました。
　現在に至ってもまだまだ予測がつかず、山口県内経済にも大きな影響を及ぼしてお
り、飲食店やホテル閉店・廃業も相次ぎ、今だにオリンピック・パラリンピックも開催
が危ぶまれております。その中の明るいニュースは、ワクチンの実施が始まり県内の各
市町村も安心・安堵感が広がっております。

総務委員会では
①　今年度も昨年同様「新入会員入会促進」一人でも多く宅建協会加入増強の為の開業

セミナー（年2回）を試み、開業にいたる迄のノウハウ、開業経験者の体験談など興
味深い例題を盛たくさんの内容になっていて、後半詳しく知りたい方は地域の業者
とマンツーマンで相談会をしています。又、全8支部をあげて見やすい場所に看板を
設置・スポットCM流し・地域NO.1をめざします。

②　本部公益社団法人移行のため研究及び収益事業を綿密に検討し所管先山口県学事文
書課と今後、慎重に折衝を行ってまいります。

③　60周年記念事業の実施に対する準備について予定は11月23日「不動産の日」に決
定していますが、県内のワクチン普及と詳しい情報・安全第一を考え開催予定まで
日々公演側と調整しながら決断をしていく所存でございます。

　　引き続きご支援・ご協力・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

　平素より県業務委員会へのご理解ご協力に心より感謝申し上げます。さて令和二年度
はコロナに翻弄された一年となってしまいました。
　民法改正に伴う契約不適合責任などの大きな業務内容変更に合わせ、各種の新しい契約
書の利用促進、ハトマークサイト山口の利便性向上、らくらく契約書との連携など、本来
であれば県内各支部におきまして勉強会などを通じた啓発を積極的に行っていくべきタイ
ミングのはずでしたが、思うような展開が出来ずにもどかしい一年となりました。
　とは言え、我々の業界は観光産業や飲食業界のような大きな影響を受けることなく、
その社会的役割を果たせているように見受けられます。民法改正後も大きな混乱なく推
移しており、会員の皆様の努力の賜物ではないかと考えております。
　『ハトマークサイト山口』の登録物件や、価格査定システムの利用状況も順調に数字
が伸びております。今後もますます皆様の実務の応援が出来ます様、業務委員会挙げて
会員サービスの向上に努めて参りたいと考えておりますので、引き続きのご支援ご協力
の程、宜しくお願い申し上げ、ご報告とさせていただきます。

　向夏の候、会員皆様におかれましては、コロナ過の中いかがお過ごしでしょうか。
　昨年は、宅地建物取引士資格試験におきまして、会員皆様に大変お世話になりました。
無事に終わることが出来まして、改めて感謝申し上げます。3会場共にクラスターなど起
こらず、また今回も同一回答も無くて、これも会員皆様のご協力のお陰だと、担当委員長
として心より感謝しております。今年の宅建士資格試験会場も、桜ヶ丘高校・高川学園・
海峡メッセ下関と予定しておりますが、何かあった時の為に、山口セミナーパークも押さ
えていますので、今年もご協力の程をお願い申し上げます。そして県本部の不動産研修会
は、昨年試みましたリモートによる研修会を広げて、希望の支部に対して、各会場へのリ
モート研修を進めていきたいと思います。山口会場からの中継で、各支部へのリモート研
修が進めば、研修参加者も増えるのではないかと、法務委員会としても期待しています。
いろいろと問題点もあるかと思いますが、少しでもより良い研修会を目指して、法務委員
会を上げて努力していく所存でございます。これからも会員皆様のご協力をお願い致しま
して、法務委員長からの報告とさせていただきます。

総務委員長

箱　﨑　壽美枝

業務委員長

塩　田　博　志

法務委員長

清　水　謙　治

法務委員会

業務委員会

総務委員会
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山口県住宅課からのお知らせ

それぞれのQRコードからHPへアクセス可能です
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原田侑子さん出演!!
「ハトマーク山口」新ＣＭ放映のお知らせ
　５月より、岩国市出身のシンガーソングライター 原

はら
田

だ
侑
ゆう

子
こ

さんを起用した新ＣＭを放映して
います!!
　山口ゆめ花博のイメージソングや、JR西日本観光列車のイメージソング、「週末ちぐまや家族」
のエンディングテーマ、丸久グループのCMソングなどを歌っており、広く山口県民に認知され
た歌声です。
　優しく、爽やかな感じのCMになっています。

【サクサク検索ハトマーク　篇】 【素敵な住まいを探す夢　篇】

是非、ご覧ください。
また、「ハトマークサイト山口」へのたくさんの物件登録をよろしくお願いします！！
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下関shimonoseki

下関支部第９回通常総会報告
総務委員長　吉 永 威 一 朗

　令和３年４月23日㈮午後１時30分より、下関市リ
サイクルプラザ・第１研修室において、＜第９回山
口県宅建協会下関支部通常総会＞及び＜第27回下関
地区宅建業税務協議会通常総会＞が、正会員156名に
対して出席者22名、委任状101通を得て合計123名
によって総会の成立が宣言され開催されました。

　当総会では、新型コロナウイルス対策として、施
設の入口にて検温・手指の消毒に加え、受付時にも
検温し、記録を取った上で参加をして頂きました。

　木下史晶総務副委員長が司会を担当し、清水謙治
副支部長より開会の辞、次いで国歌斉唱、林真一郎
支部長によるご挨拶を頂き、その後清水謙治副支部
長の朗読に合わせて倫理綱領の唱和、品川宏之総務
委員より新年度のスローガン「一意専心」の説明がな
されました。

　議長の専任に移り、株式会社徳海、徳海愛子女史
が下関支部通常総会の議長として、株式会社EN不動
産、藤本美和女史が宅建業税務協議会の議長として
就任し、議事録署名人に株式会社キット、品川宏之
氏と福永建設株式会社、福永敏寛氏を指名されまし
た。円滑な議事進行の後、下関支部通常総会の監査
報告が中野広雄監事に、宅建業税務協議会の監査報

告が田牧忠行監事によってそれぞれなされました。
　本総会では、新規会員獲得を最重要課題と位置
付けており、一年ごとの見直しとなりますが、新
規入会金を50万円値下げ（実際には予算がある間は
キャッシュバック）を行う旨の説明を総務委員長の吉
永威一朗よりさせて頂き、大きな混乱や特別なご質
問もなくご承認されました。また併せて、会費のみ
での収入依存では協会運営に今後支障が生じる可能
性があることを説明し、別の柱となる会員サービス

（収益事業）の模索をしていくことを発表致しました。
　議事進行の後の質疑応答では、会員数の減少に伴
い、情報提供委員会の統合案と掲載減少が著しいセ
ンターメールの廃止の案、様々な税金が増税していっ
ている背景の下、事務局員に対する賃金値上げの要
望がなされました。それぞれの意見に対しまして、
今年度審議を重ねてより良い協会運営に努める旨の
回答を致しました。
　会員の皆様のおかげで、速やかに全ての上程議案
が慎重審議の上、可決承認されました。

　ご承認頂きました事業計画・予算に基づき、鋭意
事業を執行して参りますので、会員の皆様におかれ
ましては、今後とも下関支部事業にご理解ご協力下
さるようお願い申し上げます。
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支 部 だ よ り

都市整備行政を考える
下関支部長 林　真 一 郎 

　平成25年の住宅土地統計調査により、全国に空き家が820万戸存在すること、平成28年６月には、

野村総合研究所が2018～33年の空家数や総住宅数に占める空き家の割合の予測を発表、空き家は

2033年には約1400万に膨れ上がり３戸に１戸が空き家となる見込みと推計した事等で、空き家解消・

有効利用への関心が高まりました。又、都市のスポンジ化が指摘され、周辺部とりわけ市街化調整区

域内での無秩序な宅地開発を抑制することを念頭に、根拠となる都市計画法34条11～12項に基づく

条例の見直しや廃止を行う市も現れました。

　下関市は、立地適正化計画策定・施行に併せ、調整区域内の開発を抑制する新基準を来年４月以降

導入すると共に、街中再生事業への補助制度を創設しています。周辺部の開発行為は令和元年国より

の『建築条件付き売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領を定めた』旨の通知に基づき、権

限移譲を受けました。

　市農業委員会が、建築条件付売買予定地とする為に農地転用許可を受けようとする事業者への指導

に当たっていますが、従来の『建売住宅分譲』を目的とする開発行為と並行して進められているよう

で、権限移譲後、山口県が主導していた時期と比して、県内各地域内で指導内容が一律でないこと等

が指摘されています。

　現在山口県宅建政治連盟をお預かりしている立場もあり、農地法に纏わる課題に対し山口県とも丁

寧に協議を進めて参りたいと存じます。
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下関shimonoseki

令和2年度第2回支部研修会
法務副委員長　福 田 忠 史

　令和３年３月８日（月曜日）シーモールパレス
「エメラルドの間」にて、令和２年度第２回支部
研修会を開催いたしました。
　第１講は、中国地区不動産公正取引協議会　
茂松則子様を講師としてお招きし、「Web、紙面、
現地等での各違反事例」について講演していた
だきました。
　第２講は、全宅連「実務セミナーＤＶＤ」を視
聴し　「水害ハザードマップの重説義務化に関す

る留意点」「改正宅建業法と改正水防法の概要」
「重要事項説明における留意点」について学びま
した。

　今後も皆さんのお役にたてる研修会を開催し
てまいりますので、研修に関してのご要望がご
ざいましたら、お気軽に法務委員会にお寄せく
ださい。
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令和３年度定時総会報告
萩支部長　澤 村 修 一

　今年度は２度目となる、マスク着用、３密を
避ける中での総会となりました。好むと好まざ
るにかかわらず、会員の営業権存続のため粛々
と議事進行されました。報告事項は説明され質
問はありませんでした。決議事項であります収
支決算においては提案どおり承認されました。

日時、令和３年４月５日㈪午前11時
場所、萩市民館
出席者23名（会員数31名）、会場出席12名、
委任状出席11名。

　（一社）山口県萩宅建協会　議事
報告事項
報告事項１　令和２年度事業報告の件
報告事項２　令和３年度事業計画及び収支予算

の件
決議事項　
　１号議案
　　令和２年度収支決算承認の件・監査報告

萩
hagi
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宇部ube

2021年度定時総会開催
　2021年４月23日㈮支部事務局にて2021年度定時総会が開催されました。本年度は宇部市文化会館にて開催
する予定でしたが、直前でコロナウイルス罹患者数が増加したため、昨年同様支部事務局での開催となりました。多
くの会員さんから委任状を頂戴しての総会となり、役員一同より一層の責任感を持っての総会でした。
　村田副支部長の司会で次第に沿って総会が進行され、開会の辞のあと、浅川支部長に挨拶をいただきました。

　引き続き、議長にアイリス不動産の荒滝
氏が選出され、議事の進行に入りました。
2020年度事業報告・収支決算承認の件、
及び2021年度事業計画・収支予算の件、
定款施行規則一部改正の件、いずれの議案
も質疑もなく、賛成全員で可決承認されま
した。
　ワクチン接種も始まってはおりますが、ま
だまだコロナ禍が続いております。このよう
な情勢の中ではありますが、支部役員一同
力を合わせて宇部支部を盛り上げてまいり
ます。

第16回・17回寺子屋たっけん開催
　宇部支部おすすめの勉強会「寺子屋
たっけん」が３月、５月に開催されました。
５月には11名の参加があり、この勉強会
が定着してきたことが実感できました。
　質問内容は、持分２分の１の敷地に対
しての接道状況の重説の書き方、店舗の
原状回復、賃貸不動産経営管理士につい
て等々、いろいろありました。ひと通り終
わった後も「では、こういう場合はみなさん
どうされてますか？」といった話が次々にあ
り、本当に有意義な勉強会になりました。
　次回は７月14日を予定してます。ぜひ
皆さんご参加ください。
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○入会者（正会員）　

　１．楠本　美晴 ㈱未来life山口営業所 新規入会

　２．大塚　英敏 イデアル不動産 新規入会

　３．河口　　臣 カワグチ㈱ 新規入会

○退会者（正・一号会員）

　１．山本　悠介 タマホーム㈱宇部店 支店廃止

　２．井上　武久 ㈱美祢工務店 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

㈲ゆたか Ｒ３．08．19

㈱ビクシガル Ｒ３．10．01

㈲司不動産 Ｒ３．10．07

㈱島田工務店 Ｒ３．10．25

大建不動産 Ｒ３．11．08

 新入会員のご紹介
㈱未来life山口営業所
代表取締役　末満　栄葊
〒756-0833　山陽小野田市北竜王町2-14
TEL 0836-39-7441　FAX 0836-39-7448　
国土交通大臣（１）9865号

　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未来life
（未来LIFE HOME）と申します。弊社は新築工事やリフォームなど中心に、地域に根
付いた活動を行いたいと思っております。皆様のご協力を頂きながら、地域貢献でき
ればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

カワグチ㈱
代表取締役　河口　　臣
〒745-0016　宇部市北琴芝1-8-25-4 ハートフルビレッジイースト1Ｆ
TEL 0836-43-6337　FAX 0836-43-6339
山口県知事（1）3735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カワグチ株式会社（店舗名：mynest）の河口と申します。
前職は下関の不動産会社で働いておりましたが、せっかく独立するのであれば地元で開業したいと思い、宇部市で開業
させて頂きました。宇部市の発展に向けて少しでもお役に立てることができるように精進して参ります。新参者ではご
ざいますが、一生懸命に不動産業に取り組んで参りますのでご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

イデアル不動産
代表者　大塚　英敏
〒755-0023　宇部市恩田町２丁目7-111-105
TEL 0834-33-9558　FAX 0834-33-9559
山口県知事（1）3726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イデアル不動産の大塚と申します。地
域の皆様のお役に立てるお店になれるよう一から精進して参りますので、会員の皆様には、ご指導
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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法務委員長　竹 下 雅 樹

令和３年山口支部定時総会開催
業務委員　石 崎 良 太 郎

　令和３年４月26日㈪午前10時30分より、湯田温泉
にあるセントコア山口において令和３年山口支部定
時総会が開催されました。
　防長不動産㈱の池田善樹理事の司会進行により始
まり、西京土地建物㈱の尾村成一支部長の挨拶に続
き、祝電披露、永年協会に貢献されました会員様の
発表を行いました。受賞者は㈲西村不動産　西村正
樹様の１名でした。
　続いて昨年度山口支部に入会されました８社の新
会員の方々のご紹介とご挨拶がありました。順調に
総会が進み、議長、副議長の選出に入り、議長には、
㈱岡田不動産　岡田恭典様、副議長には㈱ライフサ
ポート　山根博文様が選任され、定足数の発表後、
議事の進行に入りました。定足数は以下の通りでし

た。正会員129名　正会員出席38名、委任状出席81
名合計119名でした。令和２年度の事業報告、収支
決算書承認、監査報告が行われ、質疑応答後に賛成
多数により承認されました。続いて令和３年度の事業
計画、収支予算の件に関しての報告がなされました。
　総会はスムーズに進行し定刻通りに終了いたしま
したが、本年も新型コロナウィルス感染症拡大防止
の為、来賓の出席はご遠慮いただき、出席者全員へ
の入口での検温、手の消毒を行い、座席の配置は１
テーブル１人、密閉にならないように会場ドアも開
放して行いました。そして会員皆様のご協力により、
無事に令和３年山口支部定時総会を終える事ができ
ました。一刻も早くこの事態が収束して、通常の生
活に戻る事を願うものです。
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 新入会員のご紹介

平川司法書士・不動産事務所
代表司法書士　山本　苗槻
〒753-0831　山口市平井705番地オフィス平井２階C号室
TEL 083-902-5954　FAX 083-902-5957　

　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、平川司法書士・不動産事務所の山本苗槻と申します。
　不動産業と併せて、司法書士事務所を運営しております。

　司法書士の資格を活かし、空き家問題や所有者不明土地の解消に積極的に取り組
み、山口市に貢献できるよう精進してまいります。
　皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

山
大
通
り

JR山口線

アルク平川店

ダイレックス

ガソリンスタンド

個別指導塾

ジョイフル

至湯田

至山大

平川司法書士・
不動産事務所

湯田温泉駅

椹野川

あいお土地
代表　廣海　　勝
〒754-1101　山口市秋穂東6688番地
TEL 083-984-4336　FAX 083-984-4336　
山口県知事（１）第3740号

　この度山口県宅建協会山口支部に新規入会させていただき
ました、「あいお土地」の廣海と申します。
　昨年43年勤めた郵便局を定年退職し、紆余曲折を経て、念願
でありました不動産の仕事に携わらせていただくこととなりまし

た。新たな事業に取り組むにあたり、年齢的には厳しさを感じるところではありますが、ワク
ワクと意欲もわいてきていますので、無理のない範囲を見極めながらとなりますが、住みや
すい街づくりと住まいの提供に責任を持って全力で取り組んで行きたいと思っています。
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いたします。

サンマート あいお土地

194
秋穂小

秋穂郵便局

秋穂
総合支所

保健
センター

25

秋穂図書館

秋穂地域
交流センター

空き家対策事業における登録会員の募集について
支部長　尾 村 成 一

　平素は、支部の会務運営につきまして、格別のご協力ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
　標題の件ですが、平成28年に登録会員の募集を致しまして、現在も随時登録を受け付けておりましたが、よ
りご周知いただくため、改めて募集させて戴くこととなりました。
　ご承知のとおり、全国でも空き家が増加しており、山口市においても空き家は増加傾向にあります。既に山
口市との間で「空き家事業に関する協定」を締結し、問題解決に取り組んでおりますが、たくさんの会員の皆様
の協力を頂きたいと思います。
※空き家の相談者から売却の依頼があった場合の流れ

  山口支部　→　登録会員へ物件紹介　→　受託するか否かの返事　→　受託会員は依頼者と媒介契約

　（登録会員が多い場合グループ分けします。受託会員が複数の場合一般媒介となります。）
　登録会員としてご協力いただける方は、「登録会員申込書」の提出をお願いいたします。
　「空き家対策事業に関する規定」の一部を改訂いたしました。詳細は、支部HPでご確認頂けます。
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◎新規入会
　㈱さくら不動産  代表者・専任取引士　　彌源治　徹
　㈱トータルサービスSRK  代　表　者　　藤井　成人
  専任取引士　　藤井　恵子
　平川司法書士・不動産事務所 代表者・専任取引士　　山本　苗槻
　アイケイ不動産㈱  代表者・専任取引士　　楠田　光弘
　㈱田村ビルズ山口大学前店  代表者・専任取引士　　佐々木亮二
　あいお土地  代表者・専任取引士　　廣海　　勝
◎代表者変更 
　㈱エミアス山口支店 （新）渡邉　義満　
  （旧）阿武　秀記
◎住所変更 
　ASSET Design㈱（新住所）〒753-0825
   山口市矢原町９番27号カプリス壱番館304　　　
◎退会
　㈱High wood  代　表　者　　渡辺　俊一
  専任取引士　　長弘まり子
　㈲鳳友  代表者・専任取引士　　徳田　　功

会　員　の　動　き
 
免許更新のお知らせ

業　者　名 免許有効期限

㈲フジイプランニング Ｒ３．11．  8

㈱アスクリエーション Ｒ３．11．14

㈱アライブ Ｒ３．12．19

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

令和３年度第１回山口支部ゴルフコンペ開催
総務委員長（ゴルフ幹事）　右 田 善 弘

　６月２日㈬！令和３年度第一回目の宅建協会山口支
部ゴルフコンペが開催されました。今年も昨年同様、
コロナウイルス感染拡大の影響でマスク着用、手洗い
消毒に留意しながらスタートとなりました。また、昨
年に続き私（右田善弘）が山口支部のゴルフ幹事の大
役？として再任されることになりました。これから１
年間コンペ幹事として皆様のお手伝いさせて頂きます
ので宜しくお願いします。
　今回開催のコースは宇部市小野のアイランドゴルフ
ガーデン宇部！皆さんもご存知の大きなグリーンで県
内では珍しい高麗グリーン、距離は無いものの両サイ
ド、縦の距離も狭く、最終ホールまで気の抜けないド
ラマチックなコースです。６月という季節なので雨を
心配してましたが日中そこまで気温は上がらず、更に
コース内の芝の状況、グリーンのメンテナンス状況も
完璧でとても言い訳出来ないコンデッションとなりＯ
ＵＴ、ＩＮに分かれてのスタートになりました。その
チャレンジに挑む会員さん！６組18名でコロナ禍の
中多数のご参加を頂き盛大に開催されました。
　さて、この言い訳不要のコンペを制した優勝者はエ
ルクホームズ山口支店の高橋義人さんでした。高橋さ
んは宅建協会のゴルフコンペには皆勤賞に近い参加を

頂いている方で、いつも好成績で良く入賞されていま
す。優勝スピーチでは「優勝出来たのも同伴競技者の
おかげです！」としっかり同伴競技者対しての心使い
も流石でした。次回も是非、連覇を目指して頑張って
下さい。準優勝は幹事の私でした。私はここ最近ダブ
ルペリアにあまりハマることなく本当に久しぶりの入
賞で凄く嬉しかったです。次回は優勝目指して頑張り
たいと思います。３位はサン・ロードの山下鉄太郎さ
んでした。実力は申し分無い方なので次回は優勝，準
優勝！と是非、頑張ってください。
　今回は何と会員18名の平均スコアーは103と素晴ら
しい成績でした。年々、皆さんのゴルフの腕が上がっ
て来ていまして、今回は80台２名、90台６名とどな
たが優勝するか予想も分からない状況ですね。
　次回の開催は９月,10月を予定致しております。初
参加の方も大歓迎ですので、お気軽に奮ってご参加頂
きますようお願い致します。

コンペ結果　　　　　　　　　グロス　 　ＮＥＴ
優　勝　　高橋　義人　　　　　90　　　　73.2
準優勝　　右田　善弘　　　　　81　　　　73.8
３　位　　山下鉄太郎　　　　　85　　　　74.2
ベストグロス　81　右田　善弘

スタート前にて参加者集合写真 優勝者　エルクホームズ山口支店　高橋義人氏
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柳井yanai

 
免許更新のお知らせ

業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

オオハラ・ハウジング㈲ Ｒ３． 8．30 Ｒ３． 7．30

㈲田布施不動産 Ｒ３．10． 7 Ｒ３． 9． 7

中村工業㈱ Ｒ３．10． 9 Ｒ３． 9． 9

井森工業㈱ Ｒ３．10．17 Ｒ３． 9．17

柳井土地建物㈲ 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/cms/a18900/takken/201503230002.html

令和３年柳井支部総会開催
　令和３年４月26日㈪午後２時より柳井市文化福祉
会館（集会室）において令和３年柳井支部総会が開催
されました。全国的に新型コロナウイルス感染症拡大
の中、当日は12名の方が出席されました。
　岡野副支部長の開会の辞の後、松村総務副委員長
の司会により式次第に沿って総会が進行されました。
議長は、㈱ティーレックス　主計龍雄氏が務められ、定

足数の発表後、令和２年度事業報告、収支決算報告の
承認の件が一括上程され、監査報告後質疑なくり可決
されました。いずれの議案も賛成多数で承認され岡野
副支部長の閉会の辞で閉会いたしました。
　皆様には安全にご配慮頂きマスク着用にてご出席い
ただきました。大変お疲れ様でした。

◎退会
　株式会社イワキ  　　　　　　　代　表　者　　岩木　　昇　　　　　専任取引士　　岩木　悦子

会　員　の　動　き



20

山口yamaguchi

防府支部定時総会開催
総務委員長　藤 村 泰 則

　令和３年４月22日㈭13時30分より、宅建協会防府
支部に於いて、第35回防府宅建業税務協議会並びに
第11回（一社）山口県宅建協会防府支部定時総会が、
本人出席14名、委任状　出席47名、合計61名で開催
されました。
　新型コロナウイルス感染症の為参加人数も少なく、
会場も換気を充分にし、検温、消毒液での消毒、マス
ク着用で対応しました。
　中川副支部長の開会宣言の後、上田支部長から挨拶

がありました。㈱カドタ商事　門田悦秀氏が議長に選
任され、挨拶の後議事に入り、防府宅建業税務協議会
の第１号議案から第４号議案が上程され、全議案とも
拍手多数により異議なく可決されました。
　次に、（一社）山口県宅建協会防府支部の議事に移
り、第１号議案から第４号議案が上程され、全議案と
も拍手多数により異議なく可決されました。
　その後、片岡副支部長の閉会宣言により総会は無事
終了しました。

防府hohu

　５月13日㈭18：00より、理事会をＺＯＯＭにて開
催しました。
　防府市におけるコロナ感染者が急激に増加したた
め、前日に急遽オンラインにて開催することを決定し
ました。
　防府支部は、「オンライン会議」をテーマに支部研修
を開催しており、理事会メンバーは全員参加しており
ましたので、問題なく開催できました。
　初めてのことでしたので、支部に５名が集まり、

オンライン参加は６名でした。前年度にオンライン
会議を開催することを想定して、パソコン・Ｗｅｂ
カメラ・多人数用マイクを購入しており、今回はテ
レビをパソコンと接続して、支部での参加の５名は
その画面を見ながらの会議としました。オンライン
参加のうち、１名は仕事の都合で帰るのが遅れたた
め、スマホでの参加となり、逆にオンラインでのメ
リットを感じられました。

防府支部理事会をオンラインにて開催
法務委員長　片 岡 謙 一
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免許更新のお知らせ

業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

中村建設㈱ Ｒ3．12．27 Ｒ3．11．27

よろずや本舗 Ｒ3．12．27 Ｒ3．11．27

◎専任取引士変更 ・原不動産 柴内　道生　→　原　　文男
 ・㈱パスココーポレーション 内山　　亘　→　佐野　　建

◎商号変更 ・㈱え　ん　→　㈱四次元不動産

◎退　　　会 ・㈲日本住宅サービス 正　会　員　松冨恵美子　
  専任取引士　山本珊史郎

会　員　の　動　き

　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３回防府支部ゴルフコンペを３月
24日㈬宇部72ゴルフクラブ万年池西コースにて総勢
43名で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、山口支部からもご参加を
頂き、皆様には誠に感謝申し上げます。
　当日は、絶好のゴルフ日和で楽しくプレーができまし
た。そんな中、見事に優勝を手にされたのは、山口支部

の㈱小郡不動産の右田さんです。準優勝は、セキスイ
ハイム中四国㈱の熊谷さんでした。右田さん、優勝おめ
でとうございます。
　今期は１回目を５月に開催予定でしたが、山口県で
コロナ感染者が増えた為中止しました。
　次回は秋頃の開催を予定しています。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。
　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。

防府支部ゴルフコンペ開催
法務委員長　吾 郷 康 晴 
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周南shunan

令和3年度 周南支部定時総会
周南地区宅建業税務協議会　定時総会

　去る令和３年４月20日(火曜日)午前10時30分より、周南地域地場産業振興センターにおきまして令和３年度(一
社)山口県宅建協会周南支部及び周南地区宅建業税務協議会の定時総会が開催されました。
　昨年度は全国に発令されましたコロナウイルス感染拡大防止緊急事態宣言を受けて、会場を周南支部へ移し規
模を縮小した形となりましたが、今年度は、会場の換気、アルコール消毒、マスク等、間隔を開けて感染防止対
策を万全にして、アフターコロナに向けて今出来る総会の形を検討させていただき通常開催されました。
　昨年に続いてご来賓のお招きもせず、出席会員も抑えられた中ではありましたが、無事定時総会が執りおこな
われましたこと、会員の皆様のご協力に厚く御礼を申し上げます。
　総会は木本総務委員の司会で始まり、開会の辞、倫理綱領唱和、祝電披露、箱崎支部長のご挨拶と続きました。
　今年はおいでませ不動産の山本社長が議長に選出され、山本議長より定足数の発表があり、総正会員数120名、
(内訳　会場出席者27名、委任状出席者79名、合計106名)の発表を受けて、議長は定款26条第１項に基づき、本
総会が有効に成立した旨を宣言され、議事に入りました。
　議事は、(一社)山口県宅建協会周南支部令和２年度の事業報告から令和３年度の事業計画(案)収支予算(案)まで
全会一致で承認されました。続いて行われた周南地区宅建業税務協議会も同様に全会一致で承認されました。
　コロナ禍に見舞われる以前の総会と比べて、ご挨拶なども少なくスムーズに短時間で総会を閉会することが出
来ました。新しい年度の始まりとして華やかさはあまり感じられませんでしたが、今までの日常とこれからの日
常への変化に違和感を感じつつも、心を新たに今年度も会員の皆様と共に邁進して参ります。

総務委員長　兼 子 照 章
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 新入会員のご紹介
M・ゆったり不動産
代表者　村田　　睦
〒745-0122　山口県周南市大字須々万本郷486-4
TEL 0834-88-2747　FAX 0834-88-2747
山口県知事(1)第3733号

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました「M・ゆったり不動産」の村田睦です。
不動産業は全くの未経験ですので、先ずは住所地の須々万を中心に北部で活動をしながら、少しず
つ仕事を覚えていこうと思っています。また、地域の発展に貢献できるよう取り組んでいきたいと
思っています。どうぞよろしくお願い致します。

株式会社　ラ・ラ・ライフ
代表取締役　年光　芳治
〒744-0028　山口県下松市藤光町２-13-10
TEL 0833-44-9931　FAX 0833-44-9932
山口県知事(1)第3731号

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました、株式会社ラ・ラ・ライフの年光芳治
と申します。お客様にラ・ラ・ラの生活をお届けできるように慌てず、焦らず、一生懸命に取り組
んで参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

株式会社　石光
代表取締役　石光　　誠
〒745-0066　山口県周南市岡田町10-12
TEL 0834-33-0750　FAX 834-33-0751
山口県知事(1)第3737号
　この度山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました、株式会社　石光の石光　誠と申します。
　屋根工事、板金工事から企業しまして現在に至っては、住宅全般の新築工事からリフォーム工事全
てに携わらせて頂いております。
　コロナ過ではございますが、皆様の経験と知識をお借りしながら頑張って行きたいと思っております。
　ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

令和３年度第１回支部研修会のお知らせ
日時：令和３年８月２日㈪　13時30分～
場所：周南地域地場産業振興センター
第一講　IT重説の実演及びZOOM会議方法のマニュアル
　　　　講師　原田法務委員及び木本総務委員
第二講　山口県建築基準条例及び建築基準法施行細則の解説（仮）
　　　　講師　周南市役所　都市整備部　建築指導課　職員様
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては予定が変更になる可能性があります。　

★新規入会(正会員) 
　　Ｍ・ゆったり不動産 代表者・専任取引士　村田　　睦
    　㈱ラ・ラ・ライフ 代表者・専任取引士　年光　芳治
　　㈱石光 代　表　者　　　　石光　　誠
                           専任取引士　　　　石光　　繭
★代表者変更　　㈱そよかぜ    為西　信宏  →  金子　　勝
　　　　　　　　㈱そよかぜ    金子　　勝  →  為西　信宏
★専任取引士変更　東亜幸業㈱　福谷　光恭  →  長廣　　渉
★専任取引士増員　㈱そよかぜ　速水　美菜

★退　会　㈱みうら下松店　　　準　会　員　三浦　和久
　　　　　　　　　　　　　　　専任取引士　山田　　譲
★承　継　福谷産業  →  ㈱福谷産業
★住所・電話・ＦＡＸ変更　　
　　㈱GRIT　下松市末武上1275　
　　　　　　 0833-58-9074　0833-58-9074                               
　　　　→　下松市潮音町１丁目５番９号 　
　　　　　　 0833-45-4040　0833-45-4047

会　員　の　動　き
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岩国iwakuni

第10回一般社団法人　山口県宅建協会岩国支部通常総会開催
法務副委員長　安 本 　 渉

　令和３年４月20日10：30より岩国市福祉会館２階
小ホールにて山口県宅建協会岩国支部通常総会が２年
ぶりに会場にて開催されました。

　ご来賓に岩国市長　福田良彦様、宅建協会岩国支部
顧問、山口県議会議員　畑原勇太様、岩国税務署個人
課税第三部門統括国税調査官　中尾周樹様、日本政策
金融公庫岩国支店長　小寺学様にご列席いただき、正
会員94名に対して出席者24名、委任状出席56名の合
計80名参加で開催されました。

　福田市長のご挨拶では、地価公示価格の発表で住宅
地では南岩国町、今津町で、商業地では東地区、今津
町、室の木町で山口県内一の価格上昇率となったこと
や南岩国駅の改修、南岩国地区の区画整理の解除見込
のお話がありました。地域にとっても我々宅建業に携
わる者としても大変喜ばしいお話をいただきました。

　畑原顧問のご挨拶では、人口減少、少子高齢化の進
行の中でも地域の活力創造のための施策に積極的に取

り組んでいくというお話を頂戴しました。

　また、令和２年度の新規入会会員として合計９名の
方々が紹介され、出席者からご挨拶を頂戴しました。

　議事の進行では令和２年度の事業報告・収支決算報
告があり、賛成多数で承認され、畝狭監事より監査報
告がありました。また、令和３年度の事業計画・事業
予算の報告も行われ、現在のコロナ禍で厳しい外部環
境の中でも、前向き、積極的な計画の発表がありまし
た。我々の大切なお客様のため、業界発展のため、地
域発展のためにも立ち止まっているわけにはいかない
強い決意を感じる事ができました。

　併せて、岩国地区税務協議会総会も開催され、滞り
なく進行され、無事承認となりました。

　今年度も山口県宅建協会岩国支部、会員一同、頑張っ
て参ります。
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新入会員研修会
　令和２年３月２日㈫宅建協会岩国支部会議室にて
新入会員研修会を開催いたしました。役員５名、新入会
員６名が出席し、倫理綱領の唱和（新型コロナウイルス
感染予防のため各自黙読）、支部長あいさつに続き新入
会員及び役員の自己紹介を行いました。研修内容につ
いては、不動産を営む上の心構えなどを説明した後、坂

井総務委員長より支部組織構成に関する説明、松前業
務委員長よりハトマークサイトと価格査定等について、
竹之内法務委員長より日常業務での注意点等の説明を
行いました。事務局よりは例年開催される本部・支部の
講習会にはできる限り積極的に参加してもらうようにお
願いをし、有意義な新入会員研修会になりました。

カップリングパーティーからご成婚へ
岩国支部　松 前 康 宏

　岩国支部が地域貢献事業として開催してきました
カップリングパーティーからご成婚されたカップルが
誕生しました。
　ご成婚されたのは市内在住の浴様ご夫妻。お二人
は2019年11月に行われた第4回カップリングパー
ティーに参加され、その際はお互いカップル成立に至
らなかったのですが、同級生ということで久しぶりの
再会に話も盛り上がり、その後も連絡を取り合ってい
るうちに交際に発展したとの事です。カップリング

パーティーが交際のきっかけとなり少しずつ愛を育
み、この度見事入籍されました。
　5月8日、岩国支部事務局にてご報告をいただき、
お祝いをさせていただきました。浴様ご夫妻の末永い
お幸せを祈念いたします。
　カップリングパーティーからのご成婚は2組目とな
り地域貢献の一役を担うことができ幸いです。コロナ
禍の折今年度の開催は微妙ですが、今後も地域活性化
の為、貢献できる事業を企画していきたいと思います。



最近の裁判例から

　買主が、駐車場２台付きの賃貸収益物件である

との広告を見て仲介業者の媒介により売主（宅建

業者）から新築アパートを購入したところ、駐車

場の一台分が窓先空地規制により賃貸できなかっ

たことから、売主および仲介会社に対し、虚偽の

広告により新築アパートを売ったとして、損害賠

償を求めた事案において、慰謝料のみを認めた事

例（東京地裁平成30年７月11日判決 一部認容 ウ

エストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　売主Y１（被告、宅建業者）は、新築アパート（本

件土地建物）を建築し、本件土地建物を販売する

に当たり、「駐車場１」・「駐車場２」との記載や車

を２台駐車している平面図を作成した。販売広告

には、想定賃料としてワンルーム４室合計で25万

円、駐車場が２台合計で４万円余円、バイク置き

場が４台合計で６千円余との記載があった。

　仲介会社Y２（被告、宅建業者）は、Y１から販

売広告と平面図を受領し、平面図を転載した上で、

「希少駐車場２台分付き」などと記載した販売広告

を作成し、平成27年12月、買主Ⅹ（原告）に対し、

本文に「駐車場２台付き」などと記載した物件を

紹介するメールに添付して送信した。

　Ⅹは、同年同月、Y２の媒介により、Y１との間

で本件土地建物を5680万円で売買する契約を締

結した。

　Ⅹは、平成28年７月頃、駐車場１について警察

所に車庫証明の申請をしたところ、同年９月、現

地確認した警察署の担当者から、東京都建築安全

条例の窓先空地規制により駐車場１には車庫証明

の交付をすることができないとの回答を受けた。

【参考：本件にかかわる窓先空地規制の概要】

　共同住宅における避難を容易にするために、

１階住戸の窓に直面する敷地部分は幅員1.5m

の空地を設けて避難経路とし、物を置いたり駐

車場として使用することができない。

　Ⅹは、Y１は、駐車場１は窓先空地として建築

確認申請がされた場所であるにもかかわらず、「駐

車場」であると記載した虚偽広告を作成して仲介

業者に提供したことは不法行為に該当し、Y２は、

仲介業者として、勧誘の前提となる広告の作成時

に十分に調査する義務に違反した不法行為が成立

するとし、Yらに対し、駐車場１の経済的価値

409万円余、慰謝料200万円を求めて提訴した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次の通り判示し、ⅩのYに対する請

求を一部認容した。

⑴　本件土地建物は、Y１の販売広告にアパート

４室の想定賃料の他に駐車場２台分及びバイク置

場４台分の想定賃料や想定賃料の利回りが記載さ

れていることからすると、賃料収入を得ることを

目的として売買されたというべである。そうする

と、駐車場１にかかる内容は、物理的に車両を置

くことができる広さの場所であることではなく、

駐車場として賃貸することに法令上の制約がない

－虚偽の広告－

窓先空地規制により駐車場利用ができないことの説明を
しなかった売主業者の不法行為責任が認められた事例

（東京地判　平30・7・11　ウエストロー・ジャパン）鎌田　晶夫
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場所であることと解すのが相当であり、誤認を生

じさせるものであったといわざるを得ない。Y１

は、本件建物を設計・建築し、駐車場１が窓先空

地又は避難経路であると認識し得た（Y１の図面

には駐車場１の付近に窓先空地との記載がある）

にもかかわらず、不正確な販売広告を作成してY

２に提供し、Y２がそれを転載してⅩに本件土地

建物の購入を勧誘していることからすると、Ⅹと

Y１との間で不法行為が成立している。

　Y２が宅地建物取引業者であることに照らすと、

本件土地建物にかかる法令上の制限について誤解

を生じさせる広告をしないように注意義務がある

と解するべきであり、駐車場１を駐車場として使

用できるか否かについて調査する義務があったと

いうべきである。

　Y２は調査することなく、漠然とY１から提供さ

れた販売広告を使用して広告を作成し、さらに駐

車場２台分付きを強調しており、注意・調査義務

違反としてY２の不法行為の成立は免れない。

　Y１は、窓の追加等によって窓先空地を設ける

必要はなくなり、駐車場１を駐車場として使用す

ることに問題は生じないと主張する。しかし、Y

１が販売広告を作成した時点では、駐車場１は駐

車場として使用できなかったのであり、また、現

時点でも窓の追加等はされておらず、同主張は採

用できない。

　Y２は、建築士が設計していることから、図面

に疑念を差し挟むべき事情はなかったと主張する

が、建築士が設計したことは調査・確認義務を免

除する理由とはならない。

⑵　Ⅹは、Yらが広告に記載した各室、駐車場、

バイク置場の想定賃料に基づき、売買代金に占め

る駐車場１の経済的価値を算出し、同額の経済的

被害を被った旨の主張をする。

　しかし、不動産の評価は収益のみではなく、周

辺の取引事例等の要素も考慮して判断されること

や駐車場１は敷地としての価値があることからす

ると、駐車場としての想定賃料から駐車場１の経

済的価値を算出することはできない。その他に駐

車場１を駐車場として使用することができないこ

とにより、Ⅹが経済的損害を被ったと認めるに足

りる的確な証拠はなく、損害を認めることはでき

ない。

⑶　Ⅹは、Yらが作成した各広告により、実際に

は２台分の駐車場収入を得ることができない物件

であったのに、２台分の駐車場収入を得る可能性

がある物件であることを前提に本件売買に関する

意思決定をすることとなっており、正確な情報に

基づき投資判断をする機会を失ったことについ

て、Yらの不法行為により精神的苦痛を被ったと

いうべきである。また、仮に、本件建物に窓を設

置する工事をすることで駐車場１を駐車場として

使用できる可能性があるとすると同工事費用を経

済的損害とみることもできること、Yら作成の広

告が不正確な情報が記載されたものであることを

照らすと、Yらの行為からⅩに慰謝料請求権が発

生したと認めるのが相当である。本物件の売買代

金、本件売買契約に至る経緯等の諸般の事情を考

慮すると、慰謝料額を60万円と認めるのが相当で

ある。

３　まとめ

　本件において、仲介業者は、売主業者から受領

した図面について十分な調査をせずに顧客に紹介

したことで責任を追及されている。宅建業者が売

主となっている新築物件といえど、媒介業者とし

ては必要な調査を行うことが求められる。

 （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３年８月10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12月８日から令和４年２月９日までの更新の方
■案内発送日：：令和３年６月10日（木）

■日　　　時：令和３年10月12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４年２月10日から令和４年４月11日までの更新の方
■案内発送日：令和３年８月12日（木）

■日　　　時：令和３年12月14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４年４月12日から令和４年６月13日までの更新の方
■案内発送日：令和３年10月14日（木）
※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。

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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協 会 の 動 き

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 山口 （1）3728 平川司法書士・不動産事務所 山本　苗槻

2 山口 （1）3729 ㈱トータルサービスSRK 藤井　成人

3 山口 （1）3730 アイケイ不動産㈱ 楠田　光弘

4 宇部 （1）3734 ㈲栄住建 生田　精一

5 宇部 （1）3735 カワグチ㈱ 河口　　巨

6 山口 大（1）9501 ㈱田村ビルズ　山口大学前店 佐々木亮二

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 下関 （13）696 恭井建設㈱ 武安　　潔

2 宇部 （12）1129 ㈱美弥工務店 井上　武久

3 岩国 （11）1483 ㈱朋友商事　岩国支店 片山　靖弓

4 防府 （11）1520 ㈲日本住宅サービス 松富恵美子

5 防府 （10）1767 大和不動産 岡田　耕一

6 岩国 （9）1946 ㈱ユウセイ 吉田　　巧

7 宇部 （7）2358 西京測量設計㈱ 松本　好弘

8 山口 （6）2532 ㈲鳳友 徳田　　巧

9 柳井 （6）2535 ㈱イワキ 岩木　　昇

10 岩国 （5）2782 ㈱藤村技健 藤村　聖之

11 下関 （5）2848 みなと不動産 森田　久敏

12 周南 （3）3315 イマイエステート 今井　　寛

13 下関 （2）3466 ㈱沖田 沖田　英樹

14 周南 （2）3500 ㈱みうら　下松店 三浦　和久

15 山口 （1）3542 ㈱High wood 渡辺　俊一

16 下関 （1）3669 ㈱大新館 大筋　　治

承　　継 継承理由

1
旧

周南
（1）3736 ㈱福谷産業

福谷　正夫 個人→法人
新 （14）507 福谷産業

入　退　会　等

３月

4 木 第６回総務委員会 於 会館 出席者９名

9 火
第６回職場改善特別委員会

於 会館
出席者９名

第６回総務委員会 出席者12名

11 木 第７回常務理事会 於 会館 出席者９名

15 月

全宅連第２回西日本地区指定流
通機構協議会理事会

於 広島 尾村
第４回西日本不動産流通機構
理事会

22 月 全宅管理第５回理事会 於 WEB 主計

23 火
全宅保証第５回理事会

於 WEB
尾村、上原

全宅連第５回理事会 尾村

25 木 宅建試験事務統括会議 於 WEB 清水、中島

29 月

第８回理事会

於 会館

出席者７名

全宅管理山口県支部期末監査・
役員会 出席者７名

第８回常務理事会 出席者27名

４月

5 月 全宅管理第１回業務企画委員会 於 WEB 主計

13 火 第１回宅建取引士法定講習会 於 会館 清水

14 水 第１回業務委員会 於 会館 出席者９名

16 金 第１回法務委員会 於 会館 出席者９名

22 木
期末監査

於 会館
出席者８名

第１回総務委員会 出席者11名

５月

6 木
第１回常務理事会

於 会館
出席者９名

第１回理事会 出席者29名

13 木 山口県居住支援協議会監査 於 県庁 中島、山縣

24 月 総会リハーサル 於 会館 出席者８名

27 木 第62回定時総会 於 会館 出席者41名

31 月

全宅管理第１回理事会

於 WEB

主計

全宅保証第１回理事会 尾村、上原

全宅連第１回理事会 尾村
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支部お薦めシリーズ
76

柳井支部

時事
 雑想

　全国に知られている柳井
市を代表とする郷土民芸品
として「金魚ちょうちん」
があります。
　赤と白の胴体に、愛嬌の

あるおとぼけ顔の金魚ちょうちんは柳井の夏の風物詩と
して、地域の代表的な存在です。当時の商家の建物がそ
のまま残る白壁の街並みの軒先や消火栓の蓋・お店の看
板など、様々な場所にもデザインされています。
　昨年は新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、

「金魚ちょうちん祭り」は中止となりましたが、毎年８
月には「金魚ちょうちん祭り」が開催されています。「白

壁の街並み」を中心に約4,000個の金魚ちょうちんが飾
られ、その幻想的な光景は多くの人を魅了しています。

「金魚ねぶた」が練り歩いたり、花火等見ごたえたっぷ
りです。コロナ禍で２年連続中止となりそうですが。
　祭りにも行けない、でも柳井を感じたい、そんな時は
金魚ちょうちん製作体験があります。見るだけではなく
実際に金魚ちょうちんを制作・彩色体験をすることがで
きます。自宅用やお土産用にもピッタリなユニークな民
芸品を作ってみてはいかがでしょうか。
　コロナが収束した暁には、是非柳井に金魚ちょうちん
を満喫しにお越しください。

柳井支部　児　房　貴　志

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

ワンチームでおもてなし
　JR西日本の新たな長距離列車「WEST　EXPRESS　銀河」の運行が昨年12月13日に運行されました。
同列車は3月11日まで計21回運行され、下関発、大阪行き上り列車の停車駅となった柳井駅では、ホーム
を金魚ちょうちんで装飾し、柳井市観光協会のマスコットキャラクター「ハレマル」や観光ボランティア
の会の皆さんがお出迎えをしました。駅構内では金魚ちょうちんや甘露しょうゆなど、柳井市地域ブラ
ンドとして認定された特産品の販売がおこなわれ、3番線ホームでは伊陸南山神社神楽保存会の皆さん
による神楽など、地元の伝統芸能が披露されました。
　柳井らしさをアピールした盛大なおもてなしに、銀河を利用されたお客様は大変満足された様子でした。
柳井市が列車の旅の思い出の一つとなってくれたらと願っています。

柳井を代表するアイコン「金魚ちょうちん」
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