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新年のご挨拶
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

開催日当日は幸いに県内を含め、全国的にコロナの
感染者数が少なく落ち着いた状況でした。また、前日

にありがとうございました。本年も変わらぬご支援ご

の風雨が強く寒い日から一転し、雨も上がり風もなく、

協力のほどよろしくお願い申し上げます。また、新年

日が差す講演会日和となりました。客席はコロナ感染

を迎えるにあたり会員の皆様並びにご家族の皆様のご

防止対策として定員の約半分とし、会員・来賓で約450

健康とご多幸をお祈り申し上げます。

名・一般の方約530名お集まりいただきました。ご来賓

さて当協会は昭和35年（1960年）に発足した「山

として、
（公社）全国宅地建物取引業協会連合会会長 坂

口県宅地建物取引委員会」を前身としており、一昨年

本久様、山口県知事 村岡嗣政様、山口県議会議長 柳居

（2020年）創立60周年を迎えました。これはひとえに

俊学様をはじめ、多くの国会議員・県議会議員の方々

会員の皆様・一般消費者の皆様のご支援ご協力のおか

や関係団体の皆様にお越しいただいき、盛大に且つ無

げだと思っております。皆様への感謝の気持ちを表す

事に終了したことをご報告申し上げます。これは開催

ため、一昨年記念事業を計画致しましたが、新型コロ

に対し尽力いただいた実行委員長の右田理事をはじめ、

ナ感染症拡大の真っただ中だったため１年延期をする

多くの県理事の皆様や、本部・支部の協会職員の皆様

ことと致しました。

のご協力の賜物だと思っております。この事業が「オー

昨年より総務委員会の中に「創立60周年記念事業実
行委員会」を立ち上げ、実施内容を検討してまいりま
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尾村成一

ル山口宅建」として無事に開催できたことに対し、関係
者各位に深く感謝申し上げます。

した。検討を重ねた結果、会員の方も一般の方も参加

今年度も当協会は「新規入会者の増強」に力を入れて

できる「記念講演」と決まりました。そのうえで講師の

います。新規開業セミナーも２回開催予定です。協会

依頼先ですが、予算の制約がある中、話を聞いてみた

のイメージアップテレビCMも適時放映します。会員の

い講師の中で人気のある、元大阪府知事の橋下徹先生

皆様方も開業を考えておられる方がいらっしゃいまし

に依頼することとなりました。開催日を11月23日（祝）

たら是非当協会をご推薦ください。また、廃業を考え

（いい不動産の日）と決め、委員会の開催や会場である

ておられる会員の方は廃業を決める前にぜひ本部の「事

KDDI維新ホールの現地視察を重ね開催日を迎えまし

業承継相談室」にご相談ください。今後とも当協会に対

た。

しご支援・ご協力のほどよろしくお願い致します。

新年のご挨拶
山口県知事

【はじめに】
明けましておめでとうございます｡
すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げ
ますとともに、県民の皆様にとりまして、本年がより良い年と
なりますことを、心からお祈り申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスとの闘いに明け暮れた厳しい
一年でした。日夜最前線で検査や治療に当たっていただいた
医療従事者の皆様、自らの危険も顧みず、県民生活に関わる
業務を継続していただいた関係者の皆様、そして、外出機会
の半減や営業時間短縮など厳しい対策にご理解とご協力をい
ただいた県民・事業者の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。
皆様のお陰で、山口県は、これまで緊急事態宣言やまん延
防止等重点措置の発令に至ることなく、幾度もの感染拡大の
波を乗り越えてくることができました。
一方で、この度のコロナ禍は、社会・経済はもとより、私
たちの意識や行動、価値観にまで大きな変化をもたらしまし
た。その中から生まれた政策課題の一つが、社会全体のデジ
タル化です。
本県においても、デジタル化がもたらす地域課題の解決と
新たな価値の創造によって、県民一人ひとりが希望するサービ
スやライフスタイルを自由に選択でき、これまで以上の豊かさ
と幸せを実感することのできる社会の実現を目指して、現在、
官民を挙げた「やまぐちデジタル改革」に取り組んでいます。
また、コロナ禍により、都市が抱える過密リスクが顕在化
するとともに、テレワークが急速に普及する中で、若い世代
を中心に地方移住への関心が高まっています。
こうした動きをチャンスと捉え、都市での仕事を続けなが
ら地方へ移住する「転職なき移住」を本県に呼び込んでいく
ため、テレワークのモデルオフィスや、休暇先でテレワーク
を行うワーケーションの総合案内施設を新たに設置するなど、
本県への人の流れの創出・拡大に向けた取組を積極的に進め
ているところです。
コロナとの闘いは、今なお予断を許さない状況にあります。
引き続き、感染症対策に万全を尽くすと同時に、地域経済や
県民生活の再生に取り組んでいく、そして、様々な社会変革
の動きに的確に対応し、山口県の未来を切り拓く新たな成長
へとつなげていく、今年をそうした一年にしていきたいと考え
ています。
【感染症への対応】
新型コロナウイルスの感染は、現在のところ、全国的に落
ち着いた状態が続いていますが、昨年末には感染力が強いと
される新たな変異株が出現し、世界各地で急速に再拡大しつ
つあります。
このような中で、第一に為すべきは、何よりも県民の皆様
の命と健康をコロナから守り抜くことです。
県では、感染の再拡大に備え、既に国の推計を上回る入院
病床と宿泊療養施設を確保しています。今後も、医療が受け
られない自宅療養者を決して出すことのないよう、検査体制
と医療提供体制の確保に万全を期すとともに、市町や医療関
係機関と緊密に連携し、ワクチンの３回目接種を迅速かつ円

村岡嗣政

滑に実施してまいります。
【経済の活性化】
第二に、大きく落ち込んだ地域経済と県民生活を再生し、
山口県の元気を取り戻していかなければなりません。
長引くコロナ禍の影響で、県内の社会経済活動は、回復の
兆しはあるものの、現在はまだ低迷が続いています。観光振
興や県産品の新たな市場開拓など、県づくりの取組の一部も、
依然として足踏みを余儀なくされています。
このため、昨年10月に策定した「山口県観光Ｖ字回復プラ
ン」に沿って、著しく疲弊した観光産業の一日も早い回復を図
るとともに、国の経済対策と呼応しながら、事業活動の継続・
活性化への支援や消費需要の喚起など、県内経済を早期に回
復軌道に乗せるための対策を全力で進めてまいります。
また、ポストコロナ社会を見据えた成長基盤の強化に向け
て、更なる企業誘致の実現や、強い農林水産業の育成と担い
手支援等にも重点的に取り組んでまいります。
【新たな未来に向けた県づくり】
そして第三に、山口県の新たな未来に向けた県づくりをしっ
かりと前へ進めます。
その原動力となるのがデジタル化であり、デジタル技術の
活用によって、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が広
まり、生活の利便性においても都市と地方の差が縮まる中で、
むしろ、都市にはない豊かな環境とゆとりを提供できる地方
の方にこそ、チャンスがある時代を迎えています。
国においても、
成長戦略の柱に「デジタル田園都市国家構想」
を掲げ、地方からデジタルの実装を進めることにより、地域
の個性を活かした地方の活性化を目指すとしています。
こうした国の政策としっかりと連携を図りながら、昨年８月
に開設した「やまぐちＤＸ推進拠点」を核として、県政のあら
ゆる分野でデジタル改革」を強力に、そしてスピード感を持っ
て推進し、活力みなぎる山口県の実現に向けた産業維新、大
交流維新、生活維新の「３つの維新」をさらに進化させてまい
ります。
また、県民の暮らしの安心・安全はあらゆることの基本で
あるとの認識の下、頻発化・激甚化する自然災害等から県民
の皆様の命と暮らしを守るため、ハード・ソフトの両面から、
防災・減災、国土強靭化の取組を一層強化してまいります。
今後の重要な政策課題である「脱炭素化」についても、本県
産業の構造的な特性を踏まえ、その国際競争力の維持に十分
配慮しながら、官民連携による脱炭素社会づくりに取り組ん
でいきたいと考えています。
【終わりに】
県としては、コロナから県民の皆様の命と健康を守り抜き、
傷んだ社会や経済を発展的に再生していく、そして、デジタ
ル技術の活用等により、安心で希望と活力に満ちた山口県の
未来を切り拓き、県政最大の課題である人口減少に何として
も歯止めをかけていく、このことに全力を挙げて取り組んでま
いります。
県民の皆様の御理解と御協力を、引き続きよろしくお願い
します。
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令和４年

新年のごあいさつ
山口県宅建県議団団長
山口県議会議員

塩満久雄

新年明けましておめでとうございます。

た。県選出国会議員の林芳正外務大臣と岸信夫防衛大臣

県民の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎え

が就任されましたことは、誠に心強く、岸田内閣の中心

のことと、謹んでお慶びを申し上げます。

的な役割を果たされるとともに、岸田内閣におかれまし
ては、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、経済再

新しい年を迎え、私も決意を新たに、山口県議会議員

生や外交・安全保障、デジタル化の進展、地方創生、子

として、山口県宅建県議団団長として、コロナ禍を乗り

育て支援、気候変動などの課題克服に向け、諸施策を着

越え、笑顔と希望に満ちた故郷のために、これからも全

実に前に進めていただくよう期待しております。

力で山口県の振興・発展に向け、邁進してまいります。
一方、県政においては、地方における少子高齢化や人
山口県宅地建物取引業協会におかれましては、宅地建

口減少が進行する中、将来にわたって維持・発展できる

物取引の適正な運営と快適な住環境の実現に向け、多大

地域づくりを進め、
「コロナの時代」にあっても活力に満

なご尽力をいただいておりますことに、深く敬意を表し

ちた本県の未来を切り拓いていくため、社会変革の原動

ます。

力となるデジタル化の推進などの取組を進めていくこと
が重要であり、県では、村岡知事のもと、
「第２期山口県

また、貴協会では、既存住宅の流通促進や増加する空

まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、新たな視

き家への対応など、宅地建物取引を取り巻く多くの課題

点と本県の実情を踏まえながら、地方創生を次のステー

が山積する中、住宅取引の安心・安全の確保や、取引量

ジに押し上げるための取組を進められているところです。

の拡大に努められるとともに、会員の皆様の経営基盤の

本年２月に山口県知事選挙を控えている中、村岡知事が、

強化・業務支援を通じて、快適で住みやすいまちづくり

新型コロナウイルスという危機から県民の命と健康を守

の推進に取り組まれておりますことは、誠に心強く、厚

り、傷んだ社会経済を発展的に再生していく重要な責務

く御礼申し上げます。

を果たしていくため、引き続き、全力を挙げて取り組ん
でいかれることを表明されました。私も県議会議員とし

さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルスの

て、執行部との両輪の役割を果たし、県民の皆様が住み

感染者が世界全体で２億人を超えるなど依然として猛威

慣れた地域で元気に暮らすことができるよう、本県の取

を振るっており、一刻も早い収束が望まれるところです。

組をしっかり支えていきたいと考えております。

また、海外情勢では、米国大統領にバイデン氏が就任す
る中、アジア地域に目を向けますと、ミャンマーでの軍

また、県議会では、本県におけるデジタル化や脱炭素

事クーデターや、日米首脳会談における共同声明での約

化の進展に向けた課題や対応方策について調査研究を進

半世紀ぶりの台湾明記、米軍のアフガニスタン撤退など、

めるため、昨年７月に、
「人にやさしいデジタル社会実現

現在も緊迫した状況が続いています。

特別委員会」及び「脱炭素社会における産業発展方策調
査特別委員会」を設置するなど、本県を取り巻く様々な

国内では、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の

環境変化に的確に対応することにより、コロナの時代の

影響により一昨年の夏の開催から延期となった東京2020

新たな県づくりの取組が力強く前進していけるよう、そ

オリンピック・パラリンピックが無観客で開催されまし

の役割を果たしていきたいと考えています。

た。本県出身並びにゆかりの選手をはじめ、日本選手団
のめざましい活躍により、多くの県民の皆様に夢と感動
を与えていただきました。一方で、新型コロナウイルス

来て草木が生ずる状態を表し、新しい成長の礎になると

感染症による影響が長期化する中、感染症対策の一層の

も言われています。どうか、皆様にとりまして、新しい

強化と社会経済活動の回復はもとより、ポストコロナ時

時代を迎える本年が、成長に向けた良い一年になること

代を見据えた我が国の力強い成長の実現に向けて、国、

を心からお祈りいたしますとともに、県議会に対しまし

地方をあげて、懸命な取組が実施されています。

て、本年も変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願

国政に目を転じますと、新たに岸田内閣が発足しまし
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結びに、本年は寅年です。
「寅」は動くの意味で、春が

い申し上げ、新年のごあいさつといたします。

全宅連・全宅保証
令和３年度 第３回理事会
会長

開催日

令和３年11月25日（木）

会

第一ホテル東京

場

令和３年11月25日㈭第一ホテル東京におきまして
関係２団体の理事会が開催されました。
12:30より（公社）
全国宅地建物取引業
保証協会の令和３年
度の第３回理事会が
開催され、坂本会長
の挨拶の後、上半期
の業務執行状況・財
務状況等について報告がありました。また、決議事項
として定款施行規則の一部改正等について上程され異

尾村成一
議なく承認されました。
13:40より同会場にて（公社）全国宅地建物取引業
協会連合会の令和３年度の第３回理事会が開催され、
上半期の業務執行状況・財務状況等について報告があ
りました。また、決議事項として定款施行規則の一部
改正等について上程され異議なく承認されました。
17:30より同ホテルにおいて約２年ぶりとなる本部
懇親会が開催され、約100名の全国から集まった理
事・監事等の関係役員が顔合わせしました。それまで
理事会や委員会はほ
ぼすべてリモートで
したから久しぶりの
再会や、初対面の挨
拶でにぎやかな開催
となりました。

尾村会長
令和３年度国土交通大臣表彰受賞！
開催日

令和３年11月25日（木）15時〜

会

国土交通省

場

令和３年11月25日㈭15時から国土交通省に
て「建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰
式」が行われました。
各分野での長年にわたる活躍と、これまでの
努力と功績を称えられ、尾村会長へ表彰状が授
与されました。心よりお喜び申し上げます。

尾村会長
令和３年度県選奨受賞！
開催日
会

場

令和３年11月19日（金）
午前10時30分〜
県庁

令和３年11月19日㈮午前10時30分から県庁にて選奨式が行われました。
各方面にわたり功労のあった方々を毎年県知事が選奨しており、本年
は、産業功労により、尾村会長が栄えある選奨を受けられました。心より
お喜び申し上げます。
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令和３年度
第１回山口県不動産研修会報告
法務委員

開催日

令和３年９月９日（木）

会 場

ZOOMによるリモート会場（県内４か所）

令和３年９月９日㈭ 山口県不動産研修会が開催さ
れました。
今回はコロナ禍でもありZOOMによるリモート会場
を県内４か所に設置しての研修となりました。
各会場の出席人数は本会場（KDDI維新ホール）57
人、下関会場（シーモールパレス）32人、防府会場
（デザインプラザHOFU）19人、周南会場（周南地域
地場産業振興センター）28人、岩国会場（岩国市福祉
会館）41人の合計177人でした。
清水法務委員長の司会のもと、浅川副会長の開会の
辞に続き尾村会長の挨拶の後、いよいよ講義が始まり
ました。第１講は『賃貸住宅管理業者登録制度施行
に伴う実務上の留意点』と題して全宅連顧問弁護士
令和３年度
第１回山口県不動産研修会
令和３年９月９日(木)13：30～16:30
本
会
場：ＫＤＤＩ維新ホール ２階「会議室201｣
第１リモート会場：シーモールパレス ３階「エメラルドの間」
第２リモート会場：デザインプラザＨＯＦＵ ４階「研修室」
第３リモート会場：周南地域地場産業振興センター
２階「会議室」
第４リモート会場：岩国市福祉会館 ２階「小ホール」
研修次第
倫理綱領唱和
開会の辞
副会長 浅川 幸則
主催者挨拶
会 長 尾村 成一
研

司会 法務委員長 清水 謙治

修
第１講 13:40～15:10
演題
『賃貸住宅管理業者登録制度施行に伴う
実務上の留意点』
講師
全宅管理顧問弁護士 佐藤 貴美 氏
－

休

憩 （10分）

－

第２講 15:20～16:20
演題
『宅地建物取引業と人権』
講師
山口県環境生活部人権対策室 主幹 安仲 宏史 氏
山口県土木建築部住宅課 主任 河村 俊之 氏
『建物状況調査・
既存住宅売買瑕疵保険補助金制度について』
講師
山口県土木建築部住宅課 主査 山根 茂之 氏
質疑・応答 16:20～16:30
閉会の辞
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副会長 浅川 幸則

竹下雅樹

の佐藤貴美先生に講義
していただきました。
賃貸住宅の管理業務の
適正化に関する法律が
本年６月15日より施行
されました。その内容
によれば１．賃貸住宅
管理業者の登録制度、
２．サブリース事業に
佐藤貴美弁護士
おける業務の適正化を
図る制度の２つによって構成されています。
賃貸住宅管理戸数（自己所有物件は除く）200戸以
上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受け
なければ営業してはならない。また賃貸住宅管理業者
は、営業所または事務所ごとに、１人以上の業務管
理者（賃貸不動産経営管理士）の設置も義務付けら
れます。
これには罰則規定もありますので、該当する業者の方
は早めに対応していただきたいと思います。
サブリース事業におきましても業者は国土交通大臣
の監督下に置かれ、法に違反した場合には業務停止命
令や合わせて懲役や罰金などの刑罰が科される事にな
ります。
第２講は『宅地建物取引
業と人権』と題して安仲宏
史様（山口県人権対策室）
と中嶋敏郎様（住宅課）に
講義をしていただきまし
た。県民（国民）一人ひと
りの人権が尊重されるよう
な地域社会（日本国）にな
県住宅課 河村俊之様
るよう、企業（宅建業）は
社会的責任を負う。また部落差別解決推進法が制定さ
れてはいるが、まだまだ県民（国民）に浸透していな
いのが現状である。
以上のような内容で研修会が終わりました。
リモート研修の感想を岩国支部様からいただきまし
た（アンケート）ので、一部を記します。
遠くの会場まで行かなくても良いので時間的に助か
る。出来れば会員の事務所でリモート研修をして欲し
い。音声が聞き取りにくい場面があった。（逆に画
面、音声とも良かったとの意見もあり）今後の研修の
参考とさせていただきます。

令和３年度
新規免許業者研修会
開催日

令和３年11月４日（木） 13：30〜15：50

会

山口県不動産会館 ３Ｆ 研修ホール

場

プログラム
司会 原田法務委員
研修
テーマ

講

師

時

間

１ 組織について

総務委員長
箱﨑 壽美枝

13：30～14：00

２ 業務について

業務委員長
塩田 博志

14：10～15：00

３ 宅建業法・関係法令について

法務委員長
清水 謙治

15：10～15：50
原田法務委員

11月４日㈭山口県不動産会館において、令和２年

最後に、清水法務委員

８月から令和３年７月末までの入会者を対象にした令

長より、協会の倫理綱領

和３年度新規免許業者研修会を開催し、対象40社の

や人権に関する取り組み

うち33社の会員が出席されました。

についてご講義いただ

研修では、最初に箱﨑

き、県の立入調査に係る

総務委員長から、山口県

事務所の点検事項や業務

宅建協会の組織系統と所

上の注意事項について詳

属団体についての説明

しくご説明していただき

や、宅建士賠償責任保険
についてご講義いただ

箱﨑総務委員長

清水法務委員長

ました。
本研修会の受講は、新

き、宅建協会、保証協

規会員必須となっており、今回諸般の事由で参加で

会、全宅管理それぞれの

きなかった会員の方は、来年度必ず受講されますよ

事業についてご説明いた

うお願いいたします。

だきました。

続いて、塩田業務委員長より、業務委員会の事業内
容についてご説明をいただき、様々な活動への協力を
実施していることや、ハ
トマークサイト山口、ら
くらく契約書、全宅連ハ
トサポの特約事項文例集
など、実際の業務に役立
つツールについて、スク
リーンにパソコンの画面
を映しながらご講義いた
だきました。

塩田業務委員長
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創立60周年
記念式典・講演会
開催日

令和３年11月23日（火・祝）
13：30〜15：40

会 場

ＫＤＤＩ維新ホール

売という大きな反響があり、参加者の皆様が楽しみに
されていた一大イベントでした。小気味よく、まさに
ばっさばっさと斬るという言葉にふさわしい橋下氏の
トークに、皆様熱心に耳を傾けられていたご様子でし
た。

山口県宅建協会の前身である取引委員会が昭和35年
に発足し、おかげさまで昨年創立60周年を迎えまし
た。昨年は新型コロナウイルスの影響でやむなく記念
行事を断念し、この度一年越しの開催となりました。
会場は令和３年４月に新山口駅前に完成したばかり
のＫＤＤＩ維新ホールで、会員関係者枠で381名、一
般応募枠で534名の参加申込みがございました。

第一部の記念式典は、来賓23名のご臨席を賜り、
60周年のあゆみをまとめたＶＴＲを流してこれまでの
協会の変遷を振り返りました。
第二部は講師として元大阪府知事・元大阪市長の橋
下徹氏をお迎えし、「一刀両断！時局を斬る」という
演題で講演会が開催されました。一般応募は即日完

第１部：創立60周年記念式典（13時30分〜14時00分）
司会：伊藤麻里子
１．開式の辞
２．会長挨拶
３．来賓紹介
４．来賓祝辞
⑴全宅連会長 坂本 久 様
⑵山口県知事 村岡 嗣政 様
⑶山口県議会議長 柳居 俊学 様

４ 祝電披露

５ 60周年のあゆみ（ＶＴＲ）
６ 閉式の辞

第２部：創立60周年記念講演会（14時10分〜15時40分）
講師：橋下 徹氏 「一刀両断！時局を斬る」
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これから70年、80年と協会がより一層躍進してい
くことを祈念し、節目となった記念行事であったと思
います。山口県宅建協会は、今後も引き続き会員の皆
様、ならびに地域社会の発展に全力で取り組んで参り
ますので、よろしくお願いいたします。

令和３年度山口県宅建協会会員ゴルフコンペ開催！
総務委員

開催日

令和３年11月10日（水）

会

下関ゴルフ倶楽部

場

右田善弘

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、そして悪天候の中でコンペを制した
優勝者は山口支部の㈲三協 平田幸賀様でした。初参

11月10日（水曜日）、令和３年度山口県宅建協会

加で優勝！！おめでとうございます。優勝者の平田様

会員ゴルフ大会を名門下関ゴルフ倶楽部にて開催致し

には宅建協会よりトロフィーとＪＣＢギフト券が授与

ました。コロナ禍の中、参加者44名と多くの会員の

されました。

皆さんにご参加して頂きまして、今年もコロナ対策と

準優勝は下関支部の㈱キャロット 松本浩之様、３

して大会終了の表彰式を中止して入賞者には後日お渡

位は岩国支部のサカイ土地㈱ 坂井幸栄様でした。そ

しをするという形を取り、コンペが始まりました。さ

して今回は、上位３名以外にも特別賞（ＪＣＢギフト

て当日の様子ですが、何とこの週のこの日だけ台風並

券やや多め）もご用意させて頂きました。今年はコロ

みの雨風そして気温もぐっと寒くゴルフするには全く

ナ禍で自粛ムードの中、たくさんのご参加と無事平穏

適さない（笑）天候でした。今回開催のコースは下関

にコンペが終了出来ました事、また朝早くからの開催

市の郊外にございます下関ゴルフ倶楽部です。ゴルフ

にも関わらず会の運営ご協力頂き、進行が出来ました

する方であれば良くご存知だと思いますが、山口県Ｎ

事、幹事一同感謝しております。有難う御座いまし

Ｏ１の知名度でかつてはゴルフ競技最高峰の日本オー

た。来年も多くのご参加宜しくお願いします。

プン大会が開催された名門コースです。シーサイド
コースでとても美しい景観と少し癖のあるバミューダ
グリーンで（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たり、
グリーンオーバーすると大叩きは覚悟、そしてグリー
ン脇にはあごの高いバンカーがあり！毎ホール気が抜
けない山口県代表する名門コースです。

順位

氏名

グロス

ＮＥＴ

優勝

平田

幸賀

108

72.0

２位

松本

浩之

95

72.2

３位

坂井

幸栄

104

74.0

ベストグロス
青松 鎮 一下関支部㈱アオマツホーム
グロス85（ＯＵＴ43 ＩＮ42）

9

下
関

令和４年

shimonoseki

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アフターコロナ元年
として、活気と希望に満ちた清々しい一年になる事を祈念いたします。
昨年は、一昨年からのコロナ感染拡大の中『東京オリンピック・パラリンピック』開催、引
き続いてタイトなスケジュールの中、衆議院議員選挙が執行され岸田文雄内閣が発足、新たな
指導者の下アフターコロナに向けての諸施策がスタートする年となりました。創立60周年を迎
えた（一社）山口県宅地建物取引業協会は、11月23日橋下徹氏を招請、新山口に新設された真
新しい施設で『一刀両断！

時局を斬る』と題して大いに語って頂きました。本年は、４月の

県本部公益法人化を視野に、アフターコロナを見据え、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。
下関支部では、引き続き『空き家の解消・有効利用』に向け、行政とも協働して街中再生に
も注力するほか、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。結果として、支部会員企業において県の支援
法人認可を得たこと、山口県居住支援協議会のエリア会議を令和３年度内に３回行う予定で、
今後は居住支援協議会設立を目指して参ります。
コンパクトシティーを目指す下関市では、令和４年４月より市街化調整区域内での開発を抑
制し、市街地再生開発行為へのインセンティブを与える制度の拡充が予定されています。中心
部密集市街地での土地に対する法務局第二次調査、並びに東部地区においては、官民境界確定
先行実施が始まりました。今後共、行政が進める都市整備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。
全宅連においては、民法改正等関係諸法令改正に伴う文書関係を始め、サイトの更新と共に
会員の利便性が引き続き進められています。民法改正後の判例に基づく事例研究等研修課題は
多岐にわたりますが、ウェブ研修も含め一つ一つ着実に進めて参りたいと考えています。全政
連においては、昨年５月19日成立を見た改正銀行法の改正過程において、銀行子会社等の業務
範囲緩和を検討する中、業務範囲に不動産業が認められ
ないよう全力を傾注したところです。又、引き続き宅地
建物取引士への調査権付与に関する要望活動が更に熱を
帯びるものと思料します。
令和４年は『壬寅（みずのえとら）の年』で、
『才能や運
気が芽吹き、新しい成長が期待できる年』といわれます。
会員の皆様にとって本年が、新たな時代の幕開けにふさ
わしい年となりますよう祈念し年頭に当たってのご挨拶
と致します。
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支 部 だ よ り

第１回

支部研修会について
法務委員長

清水 謙治

11月18日(木)シーモールパレス エメラ
ルドの間において、第1回支部研修会を開催
致しました。演題は1講目は「農地転用」に
ついて、2講目は総務委員会担当の、税務研
修会という事で行いました。司会は福田法務
副委員長で進めて、会場入り口での体温測定
を、田牧委員に手伝っていただき、コロナ過
の対策もしながら、総勢76名の参加に大変
感謝しております。
開会の辞の後、林支部長の御挨拶がありま
して、１講目の演題「農地転用」に入りまし
た。講師の方々は、建築指導課から主管藤永
様・係長小方様、農業委員会から事務局次長
白田様・主任岡本様による講演となりました。話が聞き取りにくいところがありましたし、講話が早く終
わってしまい、質問時間を使っても、予定より大幅に時間が余ってしまいました。構成を入れ替えて、１
講目と２講目を替えておけばよかったと、反省しております。
２講目の演題「税務研修会」は、“マイナン
バーカード出張申請について” を、個人課税第
一部門統括国税調査官木田様、“住宅借入金等特
別控除について” を、個人課税部門審理専門官
中司様、“インボイス制度について” を、法人課
税部門国税調査官山縣様、“相続税・贈与税のあ
らまし” を、資産課税部門審理専門官有田様に
講演いただきました。私としてはインボイス制
度についてとても関心があり、わが社とすれば
個人の大工さんが対象になると思います。個人
の大工さんが1,000万円以上収入があって、消
費税を払っている人など、そうはいないと思い
ますので、対応を検討しなければならないと考えます。
今回の研修会について、いろいろな不手際もありましたので、反省会においてしっかりと検討して、次
回の研修会に活かしていきたいと思います。
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宇
部

ube

令和３年度第１回支部研修会
８月31日㈫、国際ホテル宇部にて第１回研修会
を開催いたしました。
第１講は、山口県環境生活部人権対策室 主幹 安
仲宏史様、山口県土木建築部住宅課 主査 中嶋敏
郎様を講師としてお招きし、
「宅地建物取引業と人
権問題」について講演していただきました。我々
は常に基本的人権の尊重について理解し認識して
いかなくてはいけないと思いました。
第２項は、山口県土木建築部住宅課 主査 山根茂之
様より「山口県建物状況調査等促進補助金」について
の説明をしていただきました。ぜひ活用したいもの
です。
第３項は、宇部・山陽小野田消防局の髙野様より
「消防用設備点検報告の状況提供」についてご説明
をいただきました。この情報により重要事項説明書
に追加記載ができ、説明することでユーザーにより
安心な物件を提供できるようになると思います。

会

新入会員のご紹介

員の動き

○入会者（正会員）
１．坪根 章太 大英産業㈱宇部店 新規入会
２．町田 啓 ㈱ファーストホーム宇部店
支店代表者変更
○入会者（副会員）
１．吉川 雅子 藤本建設㈱

専任取引士変更

○退会者（正会員）
１．胡麻本 稔 積水ハウス不動産中国四国㈱
山口営業所宇部店
支店廃止
２．三成 悟司 ㈲司不動産
廃 業
○退会者（専任取引士）
１．木原 悦子 キハラ
２．石川 健二 藤本建設㈱
３．秋村 利子 ㈲司不動産

専任取引士変更
〃
廃 業

○電話・FAX番号変更
１．㈱未来life山口営業所
新 電話番号 0836-84-3911
新 FAX 番号 0836-84-3939
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大英産業㈱宇部店
支店長

坪根 章太

〒759-0208
宇部市西宇部南２丁目12-41
TEL 0836-39-8125
FAX 0836-39-8210
国土交通大臣(2)8700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
た大英産業(株)の坪根と申します。
安心して、よくばれる家がコンセプトの新築建売住宅に
特化した店舗ですが、家族の暮らしやすさを追求し、地域
に根差して選ばれる会社になりたいと思います。
会員の皆様には、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお
願いいたします。

支 部 だ よ り

萩

hagi

新年のご

挨拶

萩副支部長

戸﨑 剛

新年あけましておめでとうございます。
旧年は、新型コロナウイルスの感染拡大が生活に大きな影響を与える一方、私達の仕事の形
態にも変革が起こり、新しい業態の利用も増えました。
この “新しい芽” が成長する１年であることを願います。
令和４年の干支は「壬寅」、安全性や落ち着きを持ちながらも、はっきりと決断できる年。心
にゆとりをもち、冷静さを失わずに行動できればと思います。
感染症が１日でも早く終息し、笑顔あふれる幸多き１年になりますよう祈念いたします。

迎

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

澤村

修一

理

事

河野

勝俊

理

事

三好

一敏

理

事

弘

教満

理

事

弘

孝庄

理

事

廣畑

雅弘

理

事

安藤

繁之

理

事

廣畑

光秋

理

事

田中慎太郎

理

事

吉野

龍彦

理

事

中原

文典

相談役

竹内

重信

相談役

郷田

正則
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山
口

新年のご

yamaguchi

挨拶

山口支部長

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。
昨年も新型コロナ感染症で各種事業の制約を受けましたが、秋以降急激に感染者が少なくなり、このまま
終息してくれたらいいなと思っていましたら、新しい変異株「オミクロン株」なるものが世界各地で感染の拡
大が発生しています。この原稿を書いている12月初旬ではまだ日本での発症は数例となっていますが、年が
明けた1月または2月頃には全国各地で発症者が出るのではないか大変心配しています。また以前のように非
常事態宣言が出れば私たちの営業活動にも大きい影響が出てきます。ただ、私たちが出来ることは今まで通
り、マスクの着用、手洗いの実施、換気に注意することし
かありません。会員皆さんも注意してコロナに負けずに今
年も元気に頑張りましょう。
今年も支部事業に対し、変わらぬご支援ご協力をよろし
くお願いいたします。

第 ２ 回宅 建 協 会 山口支部 ゴ ル フ コ ン ペ
総務委員

池田 善樹

新型コロナウイルスも少し落ち着き始めた去る10月６日㈬、
レインボー
ヒルズ泉水原ゴルフクラブにて令和３年度第２回宅建協会山口支部ゴル
フコンペが総勢22名のご参加を頂き盛大に開催されました。当ゴルフク
ラブも遅ればせながらカートナビが設けられました！プレーヤーの順位
がリアルタイムで見ることができ、毎ホールごとに順位が入れ替るため
一打の重みはプロさながらでした。上位も接戦の中、最後まで大変盛り上がりました！
筆者の私も途中まで1アンダーと大健闘で参加者を驚かせておりましたが、後半は
笑いを誘う程の急降下・
・
・。
それはさておき、今回のベストグロスは有限会社山永不動産の竹下さん！鍛え上げ
た腕っぷしはポパイのように大きく力強さと経験値を兼ね備えたプレーでした。
そんな中最終ホールをバーディーで締めくくった株式会社小郡不動産の右田さんが
NET0.2の僅差で優勝されました！やはり底力がありますね～おめでとうございます。

会

員の動き

代表者・専任取引士 板垣 道哉
代表者・専任取引士 阿武 秀記
代表者 小川 孝弘
専任取引士 廣津
孝
㈱はじめ不動産
代表者・専任取引士 藤山
暖
◎代表者変更
エフケイビル㈱新山口店 （新)木山
翔 （旧)西川 貴章
㈱山口住宅
（新)河村 英治 （旧)新田 和彦
東洋住販㈱
（新)木村
剛 （旧)木村
実
◎専任取引士変更 エフケイビル㈱新山口店 （新)木山 翔
（旧)田原
崇
㈲アイ・アール
（新)則近 純太 （旧)大野 良雄
◎住所変更
東洋住販㈱
（新)〒753-0048 山口市駅通り二丁目７番16号
平和不動産㈱
（新)〒753-0074 山口市中央一丁目４－５ 平和ビル２F
㈱ライトエステート
（新)〒753-0831 山口市平井636番地12
◎TEL番号変更
㈱ライトエステート
（新)083-902-5500
◎FAX番号変更
㈱美栄不動産
（新)083-923-3578
㈱ライトエステート
（新)083-902-5548
◎新規入会
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(同)徳佐不動産
㈱ライトエステート
㈱スメスト

免許更新のお知らせ
業

者

名

免許有効期限

㈱スカイ

令和４年５月22日

㈲関泉

令和４年５月29日

㈲下野エステート

令和４年６月13日

防長不動産㈱

令和４年６月25日

神田地所㈱

令和４年７月７日

㈲マルナカ地所

令和４年７月18日

免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課
へ提出（簡易書留郵送）して下さい。
詳しい内容は山口県住宅課のWebサイトの「宅地
建物取引業更新の手引き」をご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html

支 部 だ よ り

新入会員のご紹介
株式会社トータルサービスＳＲＫ
代表取締役

藤井 成人

〒753-0814
山口市吉敷下東 3 丁目 4-5
TEL 083-920-9622
FAX 083-902-3199
山口県知事⑴第3729号
この度、宅建協会山口支部に新規入会させていただ
きました、㈱トータルサービスＳＲＫの 藤井成人と申
します。 弊社の主な事業内容は、造成工事など土木全
般、エクステリア工事、解体工事、建物リフォ ーム、
賃貸業などです。先輩会員様のご迷惑にならないよう努
力していきますので、よろし くお願いいたします。

株式会社ライトエステート
代表取締役

阿武 秀記

〒753-0831
山口市平井 636 番地 12 ダイレックスさん向かい。
TEL 083-902-5500
FAX 083-902-5548
山口県知事⑴第3749号
この度、山口県宅建協会山口支部に入会をさせて頂
きました。株式会社ライトエ ステートの阿武と申しま
す。山口市を拠点とし、不動産仲介業務や収益物件の建
設、分譲地の造成等の業務を行いたいと思っています。
会社設立に際しても宅建協会及び先輩会員の皆樣に沢
山のアドバイスを頂き無事に開設する事ができました。
今後とも宜しくお願い致します。

株式会社はじめ不動産
代表取締役

藤山

暖

〒753-0066
山口市泉町1-5 西京ハイツ湯田C-1
TEL 083-923-0202
FAX 083-923-0201
山口県知事⑴第3757号
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、株式会社はじめ不動産の藤山暖（ふじやま
はる）と申します。
お客様の「はじめの一歩」に寄り添いたいという思
いでこの社名にしました。
女性ならではのきめ細やかな接客で「この人に任せ
てよかった」と思っていただけるように頑張ります。

株式会社ファーストホーム山口店

細田 隆志

代表者

〒753-0211
山口市大内長野566番地1号
TEL 083-976-4758
FAX 083-976-4759
山口県知事⑸第2902号
この度、宅建協会山口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山口店の細田と申します。
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No.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、幅広い顧客
層に色々な種類の住宅の提案が出来ます。売土地、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宜し
くお願い申し上げます。

(同)徳佐不動産

板垣 道哉

代表社員

〒753-0813
山口市吉敷中東三丁目13番7号ルベール中原103
TEL 083-902-0877
FAX 083-902-0878
山口県知事⑴第3748号
この度山口県宅建協会山口支部に入会させていただ
きました合同会社徳佐不動産の板垣道哉と申します。
誠に微力ながら不動産取引を通じ、地域の活性化を
目指し、山口市の発展に貢献できるよう尽力していく
所存です。
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社スメスト
代表取締役

小川 孝弘

〒754-0031
山口市小郡新町5-5-1
TEL 083-972-8600
FAX 083-972-8610
山口県知事⑴第3754号
10月より、山口支部に入会させて頂きました㈱スメス
トの小川です。
山口市を中心に、平屋造りに携わらせて頂いています。
今まで出会った人とのご縁に感謝しつつ、宅建協会を
通じて、これから出会う方々とのご縁を大切にしたいと
思っております。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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防
府

新年のご

hohu

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。
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かげをもちまして、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、昨年も新型コロナウィルスの感染拡大により、不安な一年を過ごされた会員様も多かったと思いますが、
昨年末より徐々に落ち着いてきており、今後、早急な経済回復が期待されます。
我々が宅建業を営む防府市も、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、御社の繁栄にお役立ていただき
たいと考えております。
本年は役員改選の年です。皆様への恩返しをすべく、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、
今後も理事の皆様と共に邁進してまいります。
結びとなりますが、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。

標準事例地価格査定実施
業務委員長

中川 信広

令和３年８月19日㈭20日㈮の13時より、防府支部会議室にて令和
３年度の事例地価格査定を実施しました。
今年度もコロナ禍という事でマスク着用、消毒液、部屋の換気、
体温の計測等充分に気を付け、１チーム５名を６チーム作り２日間
に分けて延べ29名の参加をしていただき、無事800ポイントの査定
を終了しました。

防府支部ゴ

ルフコンペ開催

皆様には日頃より防府支部運営にご協力ありがとうご
総務委員長 藤村 泰則
ざいます。
５月のコンペが中止になりようやく、今年度第１回防府支部ゴルフコンペを９月29日㈬宇部72ゴルフクラブ万
年池東コースにて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、参加人数も32人となりました。皆様には誠に感謝申し上げます。
今回の優勝者は一条工務店の白田さんでした。
コロナも今のところ落ち着いておりますの
で、次回は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。
皆様もご健康に気を付けられ仕事にも邁進
され、新しい年を迎えられていると存じます。
是非、防府支部ゴルフコンペにご参加頂ける
と幸せます。
優勝 白田さん

会

員の動き

◎所在地変更
◎商号変更
◎専任取引士変更
◎退
会
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・㈲ファーストリビング
防府市大字田島526-2 → 〒747-0817 防府市自力町８-25
・㈱ぱーる不動産 → ㈱テイコー不動産
・㈱テイコー不動産
内山 朋子 → 荒川 美紀枝
・㈱正栄ホーム
正会員 松田 初子

支 部 だ よ り

周
南

新年のごあ
いさつ

shunan

周南支部長

箱﨑 壽美枝

新年あけましておめでとうございます。すがすがしい新春を迎え謹んでお慶びを申し上げます。又平素より協会
運営にご理解・ご協力を頂き深く感謝申し上げます。
昨年は１年延長されたオリンピック･パラリンピックが日本で開催され、コロナ禍の中での今は一つ盛り上がりに欠ける祭典か
な？と個人的に心配しておりましたがメダルの数は過去にない最高を記録しました。
本協会では60周年の式典が開催され、橋下徹先生を迎え講演「一刀両断！時局を斬る」と題して政治・今の日本の環境・教育問題・
将来の方向性等々、大変魅力のある話術をまじえ熱意の波動が伝わってきました。
「もう少し時間が欲しかった」
。一昨年続いてお
ります新型コロナウイルスに、検温・マスク・手洗い消毒・うがいと日々こまめに努力、励行してきましたがまだまだ世界的にパ
ンデミック（オミクロン株含）には戦々恐々としております。
11月初には岸田政権誕生、新たにスタートしましたが国民の期待に応える政治になるでしょうか？コロナ禍により私たちの業
界は多少打撃は受けました。店舗は家賃値下げ、商いの売り上げはまだまだ元の水準には戻っていません。政府の早急対応が望
まれます。
又、会員の入会促進を奨めておりますが、団塊世代の退会会員減少に新しく入会の繰り返し追っかけ数字のシーソーゲームです。
年に２回の開業支援セミナーは次第に効果も上がり受講された方々の目が輝きを感じ、いずれはライバル会社になり共に未来の不
動産業界を背負っていく仲間になりたいものです。
ハトマークサイト山口の利用促進に向けテレビCM・ホームページ・広報誌を活用しいち早く周知・情報提供に努めております。
これから、高齢化を背景のリースバックとリバースモーゲージの違い、不動産業界に望まれるSDGｓとは、コロナ禍でも好調に転
じた賃貸住宅市場（マンションの価格が高すぎ、様子見をしている一定数）都会と地方の隔たりを感じます。
「人の死の告知に関するガイドライン」ルール未整備がもたらす課題、告知しなくてもよいケースを明確にしトラブルを未然防止
をしたい時例が早く整備したいものです。
仕事をする上で日々改善を求める事項も多種多様であります。昨年６月15日施行された管理業法登録制度の受付も開始され会社
を営む上でも免許不可欠になり賃貸管理はプロへ委託し、サービス管理から有償管理、地域価値の向上に努めなくてはなりません。
今年の大きな目標は一般社団法人山口県宅地建物取引業協会から公益社団法人の移行です。平成22年第51回、24年53回総会で
移行申請承認をされていました。諸課題、諸問題等があり頓挫しておりましたが全宅連及び殆どの都道府県協会が公益法人となっ
ている中、不動産業界の社会的信用を高めるとともに社会全体の利益増進のため益々必要となっている昨今、公益法人移行検討特
別委員会を立ち上げ、他県の情報収集、顧問税理士を招いて勉強会、山口県学事文書課と交渉を重ね現定款施行細則の内容の不備、
挿入文章の研究、助言を受けながら課題と解決しつつ数年前から取り組んで参りました。今年はその成果が達成できることを願っ
ております。今年もどうぞよろしくお願い致します。

令和３年度価格査定
業務委員長

佐野

弘

日 時

令和３年11月11日 13時30分〜

場

周南地域地場産業振興センター

所

当初９月６日(月)に今年度の価格査定作業を予定しておりましたがコロナ感染の拡大を受けて
延期様子見としておりましたが、感染の減少傾向が続いていましたので感染対策を実施して去
る３年11月11日㈭に周南地域地場産業振興センターにて実施いたしました。ご参加いただきま
した会員の皆様には深く感謝いたしますとともにお礼申し上げます。
当日は例年とほぼ同規模の35名の参加を頂きまして標準事例地952地点を４班に分かれての
作業となりました。最初に支部長より「急がず十分に考察して慎重な査定をしましょう」との
ご挨拶があり一斉に作業に取り掛かりました。
13時30分から開始して17時過ぎまでの長丁場で皆さんお疲れのようでしたが無事終了でき
ました。尚、今年もコロナ禍の為みなさんお楽しみの恒例の懇親会が出来なかったのは残念で
したが来年こそは実施できることを期待しております。
価格査定については周南支部では昨年度1439件の利用がありました。毎年使用件数が増え
会員のみなさんにも利用が定着してきているようです。
価格査定見直しの作業はその基礎となる金額を決定する大変重要な作業ですので今後とも多
くの会員のご協力をお願いいたします。

会

員の動き

★新規入会(正会員)
ネットで賃貸㈱
代表者 松本康之介
★代表者変更
㈱田村ビルズ周南城ヶ丘店
森田 将剛
穴吹興産㈱山口支店
遠藤 耕三
★専任取引士変更
㈱熊石
小関 茂夫
㈲不動産管理
江波 圭子
牛見 純子
穴吹興産㈱山口支店
遠藤 耕三

専任取引士 為西 信宏
→ 手島 大介
→ 山口 孝佳
→
→
→
→

梅田
吉木
稲田
山口

利彦
葉子
満恵
孝佳

★専任取引士増員
㈱田村ビルズ周南城ヶ丘店 手島 大介
★専任取引士退会
㈱そよかぜ
為西 信宏
★退 会
㈲カナダホーム山口 正会員 内木 敏久
㈱高藤土地
正会員 高藤 賢治
★承 継
リアルティ徳山 →㈱リアルティ徳山
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柳
井

yanai

新年のご

挨拶

柳井支部長

主計 龍雄

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
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、60周年記念事業を行うことが出来ました事、
心よりお喜び申し上げます。
また、宅建協会柳井支部会員の皆様には、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。
さて、一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）では、コロナ禍のためWEBを中心とした様々な
事業を展開して参りました。会員数も順調に伸びていまして約6500社となりました。本当に感謝申し上げます。
昨年は、賃貸不動産業界に色々な仕組みが出来ました。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律「賃貸住
宅管理業者登録制度」が６月15日に施行されました。新制度により賃貸住宅の維持保全等の業務を行う管理戸数
が200戸以上の場合には、新法に基づく登録が必要になります。200戸未満は登録に関しては任意ですが、アン
ケートを取りましたら約７割の会員が登録を検討しているという結果でした。新制度に対する関心度が高いと考
えます。
国土交通省が事故物件の告知ガイドライン案を発表しました。事件性の高い殺人、自殺、火災などによる死亡
は、３年間の告知義務が発生しますが、病死や老衰などは、告知義務が発生しないというガイドライン案となり
ました。これまでは、不動産会社ごとに判断しており不安定でしたが、一定の規定が出来ることにより対応の差
をなくすことができるようになりました。また、残置物処理等に関するモデル契約条項の策定を発表しました。
賃借人の死亡後、相続人、連帯保証人と連絡が取れず、契約の解除、残置物の処理が困難になるケースがあり、
特に単身高齢者に対して賃貸契約結ぶことを躊躇する問題があります。単身高齢者の居住の安定確保、賃貸人、
不動産業者の不安を払拭することになると考えます。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
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おりません。他支部とは
違い新規会員が増えないため、近い将来には支部運営が厳しくなると思われます。
「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全会員と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３年度第１回支部研修会
令和３年11月８日㈪午後１時30分より柳井市文化福祉会館３階集会室において令和３年度第１回支部研修
会が開催されました。この度の研修内容は３年に１度の定期講習会である「不当要求防止責任者講習会」でし
たが、昨年度の研修予定が新型コロナウィルス感染拡大により２度の延期となり、この度ようやく開催される
こととなりました。
講師に公益財団法人山口県暴力追放運動推進センター 相談員 田中義智様と山口県警察本部刑事部組織犯罪
対策課暴力団排除係 係長 河村育久様を迎え、
まず河村様より昨今の反社会的勢力の状況、事
例の紹介、県内の動向を説明して頂きました。
その後30分間のＤＶＤ上映がありました。後半
は、田中様より暴追センターの概要、暴力団の
不当要求具体的な対応要領のご説明と、不当要
求された場合の連絡先をお知らせ頂きました。
今年はコロナの影響により恒例のロールプレー
イング研修は中止となりＤＶＤの上映でした。
第２講は 公益財団法人やまぐち産業振興財
団の田邊正雄様をお招きし、
「事業承継サポー
ト」のご案内をして頂きました。柳井支部にお
いても、会員数の減少や新規入会が増えてい
ませんので、ご案内頂いた「やまぐち事業承継
マッチングサイト」を是非活用して頂き、廃業
前に第３者への承継を検討して頂きたいと思い
ます。
長時間にわたり、ご出席された13名の皆様
大変お疲れ様でした。
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支 部 だ よ り

岩
国

令和4年

iwakuni

新年のご挨拶

岩岩
国国
支支
部部
長長 塩塩
田田博
博志
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。
また平素より協会支部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１年延期で開催された2020東京オリンピック・パラリンピックでは
ないでしょうか。山口県ゆかりの選手では、柔道の大野将平選手、フェンシング・エペの加納虹輝選手、卓球の
石川佳純選手の大活躍。またパラリンピックマラソン女子の道下美里選手の走りは、コロナ禍に苦しむ多くの人々
に感動を与えてくれるものでした。
本年の不動産業界動向に目を転じますと、賃貸経営管理士が国家資格となり、それに伴い賃貸管理業者の登録
制度が始まります。賃貸管理に対する世間の理解が広がるのに比例して、残念ながらトラブルも多発してまいり
ました。敷金の精算や原状回復など、国土交通省のガイドラインも制度相応の規範になるようですし、管理業者
登録制度によってさらに業界の信頼度が増していくものと期待しております。
今年の９月には全宅連ハトマークサイトも大きく生まれ変わろうとしています。ハトマークへの物件登録デー
タは、レインズはもちろん、民間ポータルへのデータ転送が可能となります。データ入力が一元化でき、これま
での手間が大幅に削減されるのではないでしょうか。また現在のＷｅｂ契約書ツールもハトマーク登録データと
連動することになり、契約書をはじめ様々な書式へと連動していきます。従来の『らくらく契約書』の完成形にな
るのではないでしょうか。どうぞご期待ください。
実務の現場では、法制度や電子契約などますます複雑になりそうな気配ですが、今後も会員の皆様とともに学
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ので、どうぞよろしくお
願い致します。
本年の干支は『壬寅（みずのえとら）
』“厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新しい成長の礎となる年” という意味合
いがあるそうです。
いまわれわれが置かれている状況に対してこれ以上ない一年の始まりです。コロナを乗り越え、皆様とともに大
きな成長へと繋がっていきますよう願うばかりです。
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。

令和3年度 第1回山口県不動産研修会
法務副委員長

安本

渉

令和３年９月９日、岩国市福祉会館にて、岩国支部よ
り37名、柳井支部より４名の会員出席の総勢41名参加で
第１回山口県不動産研修会が開催されました。今回も昨
年度末の研修会同様、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、滞りなく実施され多くの学びを
得る事ができました。また、アンケート結果では自社で
オンライン受講ができるようにしていただいたらもっと
良いとの要望も多く寄せられ、今後の研修会の在り方に
ついても検討の余地があるのではないかと感じました。
研修会の第１部では『賃貸住宅管理業者登録制度施行に伴う実務上の留意点』という演題で全宅管理顧問弁護
士 佐藤貴美先生にご講演をいただきました。管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は法律に基づく登録が義
務付けられる。また、令和３年６月15日に法律が全面施行されたが、１年間の登録経過措置が講じられている
との事でまさに今現在会員各社が直面している課題についてのご講演内容であったため会員も聞き入っておられ
る様子が見られました。第２部では『宅地建物取引業と人権』
『建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険補助金制度
について』という演題で山口県住宅課様、人権対策室様からご講演をいただきました。我々の日常の実務に直接
的に関係のある内容で、改めて、宅地建物取引業者としての責任の重さを痛感させられる内容でした。
オンライン講習に向けて準備をいただいた理事の皆様、参加された会員の皆様、本当におつかれさまでした。
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山口県居住支援協議会
エリア別意見交換会 開催
（下関エリア 第１回）
開催日

令和３年10月１日（金）

会

下関市「下関総合庁舎」

場

令和３年10月１日㈮下関総合庁舎において、「第１
回意見交換会」が開催されました。業者８名、社会福
祉協議会２名、行政４名、ファシリテーター１名、オ
ブザーバー１名、事務局４名、計20名で開催されまし
た。今回はファシリテーターとして、公立大学法人山
口県立大学 社会福祉学部
准教授 長谷川真司様と、
リモートにてオブザーバー
として学校法人東洋大学
社会学部社会福祉学科助教
洪心璐様に御参加いただき
ました。
業者を代表して、有限会
社ウエストランド 林眞一
郎様のご挨拶で始まり、山
ファシリテーター 長谷川様

口県土木建築部住宅課 主事 星出あゆみ様の司会進
行により進められました。
柳井エリア第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 班長 中谷浩正様のご挨拶、
公立大学法人山口県立大学 社会福祉学部准教授 長
谷川真司様のご挨拶に続き、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 主事 星出あ
ゆみ様より、制度の概要概略、山口県居住支援協議会
の概要についてご講演いただきました。
次に、「意見交換」と題し、公立大学法人山口県立
大学 社会福祉学部准教授 長谷川真司様の司会進行
により、参加者による意見交換がなされました。
今後の予定として、今年度のエリア別意見交換会は
３回程度予定しています。

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

令和３年９月24日（金）

会

柳井市「柳井総合庁舎」

場

令和３年９月24日㈮柳井総合庁舎において、「第１
回意見交換会」が開催されました。業者５名、社会福
祉協議会２名、行政18名、事務局４名、計29名で開催
されました。
業者を代表して、株式会社ティーレックス 主計龍
雄様のご挨拶で始まり、山口県土木建築部住宅課 主
事 星出あゆみ様の司会進行により進められました。
柳井エリア第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 班長 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
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いて」と題し、山口県土木建築部住宅課 主事 星出
あゆみ様より、制度の概要概略、山口県居住支援協議会
の概要についてご講演いただきました。また、山口県健
康福祉部厚生課 主任 福田惇一様より、重層的支援体
制整備事業の概要について、ご講演いただきました。
次に、「意見交換」と題し、山口県土木建築部住宅
課 班長 中谷浩正様より、重層的支援体制整備事業
と居住支援の関係、今後の意見交換会の流れを説明し
た上で、参加者による意見交換がなされました。
今後の予定として、今年度のエリア別意見交換会は
３回程度予定しています。

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

２

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。
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まれる
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。
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
21
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指定流通機構（以下、レインズという）は、東日本・中部・近畿・西日本の４つに分かれてシステムを運用していますが
令和４年１月６日より統合され、共同利用（以下、４機構共通レインズシステムという）することとなりました。４機構
共通レインズシステムへの登録に関しては現行通り「ハトマークサイト山口」より登録できますが、移行期間中にご注意
頂きたい点や一部機能等に変更点がございますのでお知らせします。

移行期間の注意点

物件登録がリアルタイム反映から定時処理による反映に変更されます。
現在、
「ハトマークサイト山口」に登録した物件はリアルタイムで「西日本レインズ」に反映されますが、令和４年１月
６日以降は「ハトマークサイト山口」に登録した物件データを時間ごとに区切って、「４機構共通レインズシステム」に
転送する定時処理反映に変わりタイムラグが発生します。
転送回数は 1日7 回。7：30〜19：29 に登録した場合、タイムラグは最大2 時間程度。ただし 19：30 以降に登録
した場合は翌日反映となります。
【反映時間予定表】目安の時間です。反映時間が遅れる場合もございますのでご了承ください。
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４機構共通レインズシステムは公開と同時に成約登録をすることはできません。
証明書の取得方法が変更されます。
４機構共通レインズシステムへ移行後は、レインズの物件番号が 8 桁から 12 桁に変わります。
レインズ満了期間内の再登録は、「更新」扱いとなり、物件番号は変わりません。
４機構共通レインズシステムへのログイン ID とパスワード
４機構共通レインズシステムのログイン ID は 12 桁です。現在の「ハトマークサイト山口」のログイン ID（8 桁）の頭
に数字 4 桁「4035」を追加して下さい。
ログインパスワードは「ハトマークサイト山口」と同じです。

システム稼働時間が変更されます。
西日本レインズは 24 時間年中無休で稼働していますが、４機構共通レインズシステムは７時 00 分〜23 時 00 分稼働
に短縮されます。
また、年末年始はシステム休止期間となります。

レインズ操作方法のお問合せ窓口が新設されます。

日報検索と日報ＦＡＸ配信は廃止されます。
共通レインズに「マッチングお知らせメール」の配信はありません。
CSV データ出力は廃止されます。
４機構共通レインズシステムに掲載できる画像枚数は最大１０枚です。
４機構共通レインズシステムに物件資料（PDF）は転送されません。
レインズ売主確認用画面の ID・パスワード（移行前に発行済み）は引き続き利用できます。
削除物件（非公開物件）から成約登録ができなくなります。

詳細は「ハトマークサイト山口」の
パソコン会員専用ページをご覧ください
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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。

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４年２月８日（火）
■場
所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が令和４年６月14日から
令和４年８月 ７ 日までの更新の方
■案内発送日：令和３年12月９日（木）
■申込み期間：令和４年 １ 月６日（木）から１月14日（金）
■日
時：令和４年４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８月８日から
令和４年10月 1 1 日までの更新の方
■案内発送日：令和４年 ２ 月10日（木）
■申込み期間：令和４年 ３ 月10日（木）から３月18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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TEL083－973－7111

入
№

支部

免許番号

商
入

号

退
代表者

会
№

等

支部

免許番号

商

会

退

号

代表者

会

1

下関 （1）3750

㈱Home plan

前田

侑也

1

山口 （12）1189

㈲八雲開発

冨村

節子

2

山口 （1）3757

㈱はじめ不動産

藤山

暖

2

柳井 （4）3005

オオハラ・ハウジング㈲

大原

順次

3

山口 （1）3754

㈱スメスト

小川

孝弘

3

岩国 （6）2598

広陽技建㈱

村重

清凉

4

下関 （1）3758

㈱リネスト

松原

真志

4

周南 （7）2339

㈲カナダホーム山口

内木

敏久

5

周南 （1）3760

ネットで賃貸㈱

松本康之介

5

岩国 （6）2576

㈲和木コーポレーション

松本

政弘

6

岩国 （1）3761

㈱オフィス・スエヒロ

末廣

6

周南 （14）500

高藤土地㈱

高藤

賢治

7

宇部 （7）2328

㈲司不動産

三成

悟司

達郎

免許換え
旧

周南

1
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リアルティ徳山
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継承理由
本田

妙子 個人→法人

協 会 の 動 き
11月

９月
９ 木 第１回山口県不動産研修会

於

KDDI維新
出席者177名
ホール他

13 月 60周年記念事業第５回実行委員会 於 会館 出席者７名
14 火 第３回業務委員会

於 会館 出席者９名

16 木 第１回宅建試験責任者会議

於 会館 出席者６名

24 金 第１回意見交換会（柳井エリア） 於
28 火 第３回法務委員会

柳井
山縣、岡村
総合庁舎

於 会館 出席者８名

１ 月 60周年記念事業第７回実行委員会 於
４ 木 新規免許業者研修会

８ 月

７ 木 宅建試験監督員説明会
第４回宅建取引士法定講習会
12 火

下関
山縣、岡村
総合庁舎

於 会館 出席者80名

17 日 令和３年度宅建試験

KDDI維新
出席者７名
ホール

第３回常務理事会

於 会館 出席者９名

28 木 第３回政連幹事会

於 会館 出席者８名

第３回理事会

於 会館 出席者25名

於 WEB 上原

第２回宅建試験責任者会議

於 会館 出席者６名
大畠
山縣、岡村
公民館

下関
於 ゴルフ 出席者44名
倶楽部

12 金 全宅管理第２回業務企画委員会

於 WEB 主計

18 木

令和３年度中間監査

於 会館 出席者７名

第４回総務委員会

於 会館 出席者11名

19 金 臨時法務委員会
全宅保証第３回理事会
25 木 全宅連第３回理事会

下関・
於 防府・ 出席者85名
周南

21 木 60周年記念事業第６回実行委員会 於

全宅保証第２回監査会

10 水 山口県宅建協会ゴルフコンペ

於 会館 林

第３回西日本不動産流通機構理
於 広島 尾村
事会

於 会館 出席者35名

９ 火 第２回意見交換会（柳井エリア） 於

10月
１ 金 第１回意見交換会（下関エリア） 於

KDDI維新
出席者７名
ホール

全政連第２回役員会

26 金

於 会館 出席者９名
於 東京 尾村、上原
於 東京 尾村
於 東京 林

第２回意見交換会（下関エリア） 於
全宅管理第２回理事会

29 月 第４回業務委員会

下関
山縣、岡村
総合庁舎

於 WEB 主計
於 会館 出席者８名

玖珂
中島、岡村、
30 火 山口県居住支援協議会事業説明会 於 コミュニティ
センター 山縣
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支部お薦めシリーズ

78

周南支部

伊藤公資料館
天保12（1841）年９月２日に熊毛郡束荷村（現光
市束荷）に生まれた伊藤博文公（幼名・利助）は、９
歳で萩に移るまでこの地で過ごしました。
負けず嫌いで利発な少年利助のエピソードも残っ
ています。
伊藤公記念公園内には生家が復元されており、産
湯の居戸や伊藤公が登って遊んだと伝えられる柿の
木の二世などもあり、幼少時を偲ぶことができます。
萩に移ってからは、松下村塾で高杉晋作や木戸孝
允らと共に吉田松陰に学びました。その後、討幕運
動に加わり、高杉晋作らと英国公使館焼き討ちに参
加しています。また23歳の時に井上馨ら４人とイギ
リスへ渡りロンドン大学で学びます。
「長州ファイ
ブ」と呼ばれた彼らは、イギリスで日本の近代化の
ためのヒントを吸収しました。留学から半年がたって、長州が外国船砲撃を企てていると知った伊藤公
は砲撃を止めさせるために井上馨と共に帰国。砲撃を止めさせることは無理でしたが、四国連合軍との
講和会議通訳として出席しました。
明治維新後は、兵庫県知事、法制局長官、参事院議長など、明治政府の要職を歴任し、明治18年内閣
制度が創設すると、初代内閣総理大臣に就任し、計４回その職に努めました。その後も枢密院議長とし
て大日本帝国憲法の制定に関わり、近代国家の基礎を築きあげる重要な役割を果たしました。また、優
れた外交手腕を発揮してアジアにお
ける日本の地位の向上にも尽力しま
した。そして、明治42年枢密院議
長に任じられ、視察に赴いていたハ
ルビン駅（現中国）で狙撃された伊
藤公は、69年の生涯を閉じました。
ここでは、県指定有形文化財の旧
伊藤博文邸や山口県ゆかりの歴代総
理大臣の書も展示されています。

時事
雑想

周南支部

2022年がスタート致しま
した。本年も宜しくお願い
致します。
私が不動産業界に入って
早20年、この期間で宅建業
法も多くの改正がありました。耐震診断の調査記録、石綿、
ハザードマップ、IT重説、主任者から取引士へ格上げ、新
しい国家資格も増設、税改正も含めたらキリがありません。
通信機器も携帯電話、スマートフォン、WEB会議、
GPS機能の革新など年々新商品発表頻度のサイクルが早
くなり、歳は重ねるのに時代の流れについていけなくな
るところです。
安心、安全な生活が送れるように考えられたことでい
いことなのですが。
最近よく話題にあがるSDGｓ（持続可能な開発目標）全
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

原

田

司

世界の人々が未来に向けて安心できる生活環境を整える
ことは、重要なことだと思います。
将来のある子供達、そのまた子供達のために今を生き
る私たちは何ができるのかを真剣に考えていかなければ
いけない。そのための増税や災害対策の法改正は大いに
結構だと思います。
大きなことはこれぐらいにして、まず自分ができるこ
とはなんだろうか。とりあえず、今日も道路の掃き掃除
をしてまずは自分の住んでいる街からきれいにすること
にしよう。これも一つのSDGｓ。
それにしても、長い歴史をもつ宅建やまぐちの時事雑
想を私が執筆する日が来るなんて思ってもいませんでし
た。人生とはわからないものです。
今年こそはマスクを外して普通に会話できるようにな
ればいいですね。
〒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
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