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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
公益社団法人　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。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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１．住宅ローン減税の制度見直し及び適用期限の延長
　　以下のとおり各種見直しを講じたうえで、適用期限が４年間延長（令和７年12月31日まで）されます。

[令和４年１月以降]

令和４年度　税制改正大綱のポイント

▶控除率　　　一律0.7％に引き下げ
▶床面積要件　50㎡（新築の場合、2023年までに建築確認：40㎡（所得要件1,000万円以下））
▶所得要件　　合計所得金額2,000万円以下に引き下げ
▶控除期間　　新築住宅・買取再販※においては、原則13年（既存住宅は10年）
▶借入限度額　入居年や住宅の環境性能等に応じて段階的に設定（下図参照）
▶築年数要件　既存住宅の築年数要件が、昭和57年以降に建築された住宅（新耐震基準適合住宅）に緩和
　　　　　　　※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

※買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の対象となる買取再販物件のみが該当します。詳しくは国土
交通省ＨＰをご参照ください。（ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html ）

２．住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長
　　直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下のとおり措置されます。

▶適用期限  令和５年12月31日まで２年延長
▶非課税限度額 【良質な住宅】1,000万円
 【その他の住宅】500万円
▶築年数要件 既存住宅の築年数要件が、昭和57年以降に建築された住宅（新耐震基準適合住宅）に緩和

※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

▶年齢要件 受贈者の年齢要件を18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げ
※上記年齢要件の引き下げは、令和４年４月１日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
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３．土地に係る固定資産税の税負担の軽減措置
地下上昇で負担増となる場合の負担調整措置について、令和４年度の商業地等に限り、以下のとおり税負担

を緩和する措置が講じられます。

現行制度

税負担を緩和する措置

４．所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置の拡充
所有者不明土地法の改正による地域福利増進事業の対象事業の追加に伴い、特例措置の対象事業が拡充され

ました。

現行の措置の内容

拡充の内容

土地の固定資産税に係る評価額は３年ごとに見直され、令和３～５年度までは令和２年１月１日の地価を
ベースに評価額が算定※１されるが、地価上昇の際、納税者の税負担に配慮し、課税標準額は評価額の５％ず
つ増加する等の負担調整措置※２が講じられている。
※１　下落修正あり　　※２　令和３年度は、課税額が上昇する全ての土地について、令和２年度税額に据置

土地の固定資産税額＝課税標準額×税率（１.４％）

商業地等
負担水準20～60％未満（地価が上昇） 課税標準額＝前年度課税標準額＋評価額×５％

負担水準60～70％以下（地価がほぼ横ばい） 課税標準額＝前年度課税標準額（据置特例）

令和４年度に限り、商業地等における課税
標準額の増加を評価額の５％→２.５％に
抑制（税額上昇分を半減）
※都市計画税についても、同様の措置が講じられます。　※住宅用地、農地等については、据え置き措置終了。

現行
>>

改正案

評価額の５％を加算 評価額の２.５％を加算

▶所得税・法人税・個人住民税・法人住民税
一定の事業のために土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得（2,000万円以下の部分）に係る税率を軽減する
（適用期限：令和４年12月31日）。
▶固定資産税・都市計画税
地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産について、課税標準を５年間２／３等に軽減する（適用期限：
令和５年３月31日）。

▶地域福利増進事業の対象となる事業等の拡充
・備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備に関する事業
・地産地消等に資する再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業　等
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５．住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が２年間（令和６年３月

31日まで）延長されます。また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適
合するものとみなされます（それ以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要）。

６．新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税を３年間（マンションについては５年間）２分の１に減額する特例措置の適用期

限が２年間（令和６年３月31日まで）延長されます。

※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すた

めに市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外されます。

７．宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の
期間要件を緩和する特例措置の延長
不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が２年間（令和６年３月31日まで）延長されます。

８．買取再販で扱われる住宅の取得に係る特定措置の延長
宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を取得する場合に、買主

に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置が２年間（令和６年３月31日まで）延長さ

れます。

※築年数要件については、「昭和５７年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和

住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率
▶所有権の保存登記　  0.4％⇒0.15％　　　　▶抵当権の設定登記　0.4％⇒0.1％
▶所有権の移転登記　　２％⇒0.3％

新築住宅に係る固定資産税の減額措置
▶戸建て　３年間　税額１／２減額　　　　　　▶マンション　５年間　税額１／２減額

新築住宅を宅建業者が取得したものとみな
す日を住宅新築から１年（本則６ヶ月）を
経過した日とする不動産取得税の特例措置

新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措
置について、土地取得後住宅新築までの経過
年数を３年（本則２年）とする特例措置

適用期限が令和６年３月31日まで延長 適用期限が令和６年３月31日まで延長
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９．居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
居住用財産の買換等に係る特例措置について、譲渡益が生じた場合の要件が追加されたうえで、適用期限が

２年間（令和５年12月31日まで）延長されます。

譲渡損が生じた場合

譲渡益が生じた場合

10．既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る特例措置の延長
耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置が２年間（令和６年

３月31日まで）延長されるとともに、省エネ改修工事の築年数等の要件が見直されます。

▶居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅の住替え（買換え）で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、
譲渡損失額を所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）できる制度
　⇒適用期限が令和５年12月31日まで延長

▶居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン
残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）できる制度
　⇒適用期限が令和５年12月31日まで延長

▶居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
住宅の住替え（買換え）で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものと
して、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして
課税する制度
　⇒以下の要件を加えたうえで、適用期限が令和５年12月31日まで延長
　・買換資産が令和６年１月１日以後に建築確認を受ける住宅（登記簿上の建築日付が同年６月30日以前の

ものを除く。）又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年７月１日以降のものである場
合の要件にその住宅が一定の省エネ基準を満たすものであること

※令和４年１月１日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます。

▶耐震改修、バリアフリー改修を行った住宅⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶省エネ改修を行った住宅⇒以下の措置を講じたうえで令和６年３月31日まで２年間延長
　・築年数要件：適用対象となる住宅を、平成26年４月１日に存していた住宅（現行：平成20年１月１日に

存していた住宅）とする
　・工事費要件：50万円超から60万円超（断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費

が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設
置に係る工事費と合わせて60万円超）に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ずる
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11．その他不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目

㊟本内容は、令和４年度税制改正大綱にもとづいており、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。

▶工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置（印紙税）
　⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶認定長期優良住宅に係る特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資産税）
　⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置（登録免許税）
　⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶老朽化マンションの建替え等の促進に係る措置（登録免許税、不動産取得税）
　⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶都市のスポンジ化対策のための特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資産税等）
　⇒令和６年３月31日まで２年間延長
▶住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度（贈与税）
築年数要件については、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなさ
れ、受贈者の年齢要件が18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げられたうえで、令和５年12月31日まで
２年間延長

※築年数要件について、上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

※上記年齢要件の引き下げは、令和４年４月１日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用

7



　（一社）山口県宅地建物取引業協会は令和４年１月
28日㈮、山口県不動産会館におきまして、臨時総会を
開催いたしました。
　清水法務委員長による倫理綱領唱和の後、㈱スマイ
エの兼子照章氏（周南支部）の司会で始まり、開会の
辞を浅川副会長が述べられ、尾村会長の挨拶がありま
した。続いて議長に㈲不二商の村田幹夫氏（宇部支
部）が指名され、会員総会運営規則第12条第１項に

基づく定足数発表では、総正会員数757名、出席会員
数584名（内訳　会場出席者18名、委任状出席者566
名）と発表があり、議長は本大会が有効に成立した旨
を宣言し、議事に入りました。
　本臨時総会の主要な議案は、公益社団法人移行に係
る定款変更についてでした。他にも定款施行規則の変
更や役員報酬規程についてなど、公益社団法人移行に
係る４つの議案がありました。出席正会員からの積極
的な質疑等もあり、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述べられ、閉会となりま
した。

開催日 令和４年１月28日（金）

山口県不動産会館会 場

議　事　（一社）山口県宅地建物取引業協会

［決議事項］
　第１号議案　公益社団法人への移行申請承認の件
　第２号議案　公益社団法人移行に係る

定款変更（案）承認の件
　第３号議案　公益社団法人移行に係る

定款施行規則変更（案）承認の件
　第４号議案　公益社団法人移行に係る

役員報酬規程（案）承認の件

令和３年度　臨時総会

議長　村田理事 司会　兼子理事

箱崎総務委員長 尾村会長
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　令和４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おり
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いたしますので、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（公社）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
ら先にご案内が届く場合もあります。受講対象の方に
は大変ご迷惑をお掛けいたしますが、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。

令和４年度宅地建物取引士法定講習会のご案内

法定講習会の日程

開催日 会　場 受講対象者（有効期限）

第１回 令和４年４月12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４年10月11日まで

第２回 令和４年６月14日㈫ 令和４年12月13日まで

第３回 令和４年８月９日㈫ 令和５年２月８日まで

第４回 令和４年10月４日㈫ 令和５年４月３日まで

第５回 令和４年12月開催予定

第６回 令和５年２月開催予定

※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。
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　新山口駅前に昨年完成したKDDI維新ホールの会議
室を本会場として、令和４年３月10日㈭に本年度第２
回目となる不動産研修会を開催いたしました。
　本会場の出席者は56名で、（以下、ZOOMによるリ
モート会場）下関会場は35名、防府会場は24名、周
南会場は24名、岩国会場は44名の、合計183名の参加
者が集まりました。

　第１講では宅建業者による人の
死の告知に関するガイドライン
について、清水法律事務所の清水
茂美弁護士に講義をしていただき
ました。令和３年10月に国土交
通省によって策定された当ガイド
ラインに基づいて、事前に協会会
員から事故物件に関する匿名アン
ケートを募り、その具体的事例に沿ってご説明いただ
きました。

　第２講では法務局より講師をお
招きし、山口地方法務局　不動産
登記部門　登記調査官　深見翼様
より「法定相続情報証明制度」の
ご講義を、宇部支局　支局長　中
島正善様より「自筆証書遺言書保
管制度」のご講義をしていただき
ました。法定相続情報証明制度を

利用しない場合は各種相続手続で多様な書類が必要に
なります。しかし、この制度を利用することで書類が
大幅に減り、同時進行で複数の手
続きが出来て時間短縮につながり
ます。自筆証書遺言は相続人に発
見されなかったり、改ざんされる
おそれがあったりしましたが、こ
のトラブル解消策として本制度は
法務局が遺言を保管するという制
度です。これらの制度の利用が推
進されていくことで、昨今問題となっている所有者不
明の土地等を減らす効果も期待できそうです。

　 第 ３ 講 で は 令 和 ４ 年 秋 に リ
ニューアル予定のハトサポの新シ
ステムについて塩田博志業務委員
長に講義いただきました。新シス
テムはハトサポに物件入稿するこ
とでレインズや民間ポータルサイ
ト（suumo、at home等）へも反
映され、さらにはWeb書式作成シ

ステムにもデータ連携するという、汎用性豊かなシス
テムになる予定です。
　コロナ禍によるオンライン研修会となりましたが、
今後も感染対策に配慮した体制で研修会を開催して参
りますので、会員ならびにその従業者の皆様もぜひご
参加くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

開催日 令和４年３月10日（木）

KDDI維新ホール会 場

次　第
令和４年３月 10 日㈭　13：30 ～ 16：30

本　　会　　場：KDDI 維新ホール　２階「会議室 205｣
第１リモート会場：シーモールパレス　

３階「ダイヤモンドの間」
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：（一社）山口県宅建協会周南支部
第４リモート会場：岩国市福祉会館　２階「小ホール」

倫理綱領唱和
開会の辞
主催者挨拶

研　　修

　第１講　13:35 ～ 14:35 
　　演題　『宅地建物取引業者による

人の死の告知に関するガイドラインについて』
　　講師　弁護士法人　清水法律事務所　弁護士　清水　茂美　氏

　第２構　14:35 ～ 15:15
　　演題　『法定相続情報証明制度・

自筆証書遺言書保管制度について』
　　講師　山口地方法務局　不動産登記部門　

登記調査官　深見　翼　氏
　　　　　宇　部　支　局　支局長　中島　正善　氏

―　　　（休　　憩）　　―

　第３講　15:25 ～ 16:25
　　演題　『ハトマークサイト山口・ハトサポ新システムについて』
　　講師　（一社）山口県宅地建物取引業協会　

業務委員長　塩田　博志

閉会の辞

令和３年度　第２回山口県不動産研修会

清水弁護士

法務局　深見様

法務局　中島様

塩田業務委員長
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　令和４年１月26日㈬、山口県不動産会館
にて今年度２回目となる不動産開業支援セ
ミナーを開催いたしました。前回同様、不
動産業の経験の有無にかかわらず応募を募
り、７名が参加されました。
　第１部ではハトマークグループ紹介動
画を視聴して頂き、第２部では主計副会
長と塩田業務委員長から宅建協会と全宅
管理入会のメリットについてお話して頂
きました。
　第３部は事務局の岡村職員に開業までの流れを説明して頂き、続く第４部では岩国支部の株式会社Ｔ－ｅｓｔ
不動産　大藤哲也氏と、周南支部のさくら地所株式会社　岡村英之氏より、自身の開業時の体験談をお話して頂
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、開業資金と融資制度についての説明を行って頂きました。
　個別相談会では、総務委員及び日本政策金融公庫様が対応されました。相談希望者は本日のセミナー参加者７
名のうち５名と、多くの方が高い関心をお持ちでした。
　参加者のフォローアップをしっかり行い、入会促進に繋げていきたいと思います。

第２回不動産開業支援セミナー
総務委員　村 田 幹 夫

(株)T-est不動産
大藤氏

さくら地所(株)
 岡村氏

日本政策金融公庫
中山氏

開催日 令和４年１月26日（水）

山口県不動産会館会 場
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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 月から 12 月にかけて全国一斉の宅地建物取引業者への立入調査が実施されています。

　本県においても、昨年 11 月から 12 月の間に 34 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・違反件数はともに増加しています。なお、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、従業者名簿 ･ 帳簿の未整備や重要事項説明書の不交付など、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  ○事務所の実態に疑義のある業者　等

≪実施状況≫　※カッコ書きは、宅建協会会員で、内数

≪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…………２件　　　　　　・従業者名簿の備付け義務違反……２件

　　　・帳簿の備付け義務違反…………２件　　　　　　・本人確認義務違反…………………４件

　　　・重要事項説明書の一部不備……１件　　　　　　・３７条書面の一部不備……………１件　

　　　・指定流通機関への登録義務違反（登録証不交付含む）……………１件

　　　・その他…………１件

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

32（23） ２（１） ０（０） 34（24） ９（５） ０（０） ０（０） ９（５）
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下関shimonoseki

　令和３年12月18日に第２回不動
産開業支援セミナーをシーモール
パレスのルビーの間で開催いたし
ました。
　不動産業を始めたい方、独立した
い方等を募集して協会会員や講師に
よる講義を聞いていただき宅建協会
に興味を持ってもらえるように頑張
りました。
　内容としては、
　　　第１部　「業界トップの宅建協会について」　DVD視聴
　　　第２部　「宅建協会入会のメリット」　　　　渡邊 業務副委員長
　　　　　　　「全宅管理入会のメリット」　　　　上原 顧問
　　　第３部　「不動産開業までの流れ」　　　　　岡 総務委員
　　　第４部　「現役不動産業者の体験」　　　　　徳海 総務副委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下 総務副委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本 総務委員
　　　第５部　「開業資金・融資制度について」　　日本政策金融公庫　藤岡 様
　　　第６部　「質疑応答」
となり各会員が宅建協会について分かり易く説明
をしていきました。
　参加は３組４名で皆さん真剣に取り組んでいた
だき、閉会後も個別に質問などしている方もい
らっしゃって、少しでも開催の意味があったよう
に感じられました。
　これからも継続的に続けていき協会の会員数増
加の一助になればと思っています。
　現在、下関支部では少しでも会員を増やそうと
努力をしているところです。現会員の皆様も不動
産業を始めたいという方がいらっしゃいましたら、是非本協会に入会していただけるようお
声掛けをお願いします。

第2回不動産開業セミナー開催
総務副委員長　木下 史晶



15

支 部 だ よ り

　令和4年2月17日木曜日、宅建協会下関支部を代表
し、林支部長、武永副委員長、大崎副委員長、金子委
員の４名で、前田晋太郎下関市長へ備品の寄贈をいた
しました。
　寄贈品は毎年開催している『ハトマークカップ少年
サッカー大会』の会場として使用させていただいてい
る乃木浜総合公園に設置する備品です。
　サッカー大会は、昨年に引き続き、本年も新型コロ
ナウイルス感染症拡大のため、やむなく大会を中止せ
ざるを得ませんでした。
　２年連続での中止を踏まえ、委員会内で何か代わり

にできることはないかと話し合い、日頃よりお世話になっている下関市に何か恩返しができないかという
事からこの度の寄贈に至りました。
　寄贈品については、下関市の担当部署である公園緑地
課との打ち合わせにより選定致しました。
　来年度こそは、新型コロナウイルス感染症が収束し、
ハトマークカップ少年サッカー大会を開催できることを
願っています。

サッカー用具寄贈
情報提供副委員長　大﨑 誉博

寄 贈 品

①ワンタッチテント １張
②救護用担架 ２台
③フットサルゴールネット ２セット
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○入会者（正会員）
　１．栗栖 利佳　㈱クリス・コーポレーション　
　 新規入会
　２．平田 雅史　㈱ホットスペース 新規入会
　３．大塚 亮　　㈱田村ビルズ宇部店 
 支店代表者変更
　４．沖　將介　 ㈱クルス 代表者変更
　５．上村 隆晃　日立建設㈱ 　　〃
　６．西村創之介 ㈱総合不動産 　　〃

○入会者（副会員）
　１．芝田 周治　㈱総合不動産 専任取引士変更

○退会者（正会員）
　１．藤本 秀和　㈱田村ビルズ宇部店 
 支店代表者変更
　２．竹田 正文　㈱クルス 代表者変更
　３．田上 實　　日立建設㈱ 　　〃
　４．村岡 健司　㈱総合不動産 　　〃

○免許番号変更
　１．中原興業㈱　新　山口県知事(1)3765号
　２．㈱原企画　　新　山口県知事(1)3767号

○所在地変更
　１．アドバンス不動産
　　　　　　　　　新　宇部市大字西岐波6157番

会　員 の 動 き

宇部ube

　１月20日㈭、国際ホテル宇部にて第２回研修会
を開催いたしました。
　第１講は、㈱エムアンドエル 桑原様、松隈様
よりハトマークサイト山口での物件登録手順につ
いてとリニューアルした宇部支部ホームページに
ついてのご説明いた
だき、第２講は、宇
部市防災危機管理課 
和田様より宇部市の
ハザードマップにつ
いてご説明をしてい
ただきました。最後
に、第３講は宇部市農業委員会 事務局長 河村様
より空き家に付随する農地の取得に係る別段の面
積の設定についてのご説明をいただきました。
　３講ともに業務に密着した内容で、皆さんのお

役に立つもの
であったので
はないかと思
います。熱心
に聴講いただ
き、ありがと
うございまし
た。

会　員 の 動 き会　員 の 動 き

令和３年度第２回支部研修会

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させていたき
ました、株式会社クリス・コーポレーションの栗栖と申
します。
　弊社は平成26年設立、宇部市船木にある建設業の会社
です。新規事業として不動産業を開始し、さらに地域の
皆様のお役に立てるよう誠心誠意努力してまいります。
　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。

㈱クリス・コーポレーション

代表取締役　栗栖 利佳

〒757-0216
宇部市大字船木61番地111
TEL 0836-69-0700
FAX 0836-69-0701
山口県知事⑴3764号

 新入会員のご紹介

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会をさせて頂き
ました、株式会社ホットスペースの平田と申します。
　弊社の事業主体は、有料老人ホーム・デイサービス・
居宅介護支援事業所の福祉事業となりますが、３年程前
より、ご入居者さまからのご依頼で、空き家管理サービ
スを実施しておりました。そして、不動産関係のご相談
も多々ありましたので、ワンストップでお客さまのお力
になれるよう、今回の開設に至りました。会員の皆さま
と一緒に、協会の発展に努めて参りますので、今後とも
宜しくお願い致します。

㈱ホットスペース

代表取締役　平田 雅史

〒756-0817
山陽小野田市大字小野田3854番地4
TEL 0836-83-1725
FAX 0836-39-6889
山口県知事⑴3768号
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支 部 だ よ り

防府hohu

　令和３年度第１回不動産研修会を令和４年１月25日㈫13：30～16：00に、デザインプラザ防府４階研
修室にて開催いたしました。
　当初、リアルでの研修を予定していましたが、正月明けからのコロナの急速な拡大により、zoom併用の
ハイブリッドで開催することに変更したため準備が大変でした。研修内容は、
　⑴　「ハトマークサイトの使用方法及び全宅連のWeb書式作成システム」
　　　　　防府支部　業務委員長　　中川　信広 13：30～14：20　　　
　⑵　「防府市での法令改正等」 14：30～15：30　
　　　　　防府市　土木都市建設部　都市計画課　様　　　　　
　　　　　防府支部　法務委員　　　渡壁　一邦
　⑶　「インボイス制度開始に伴う不動産業への影響」 15:30～15:45
　　　　　防府支部　法務委員長　　片岡　謙一　　　　　　　　　　　　　　
　まず、最初にハトマークサイトの操作や今後の動きを説明後、全宅連のWeb書式の使用方法の説明を行
いました。続いて最近法令がどんどん変わってきているところから、防府市にお願いして「都市再生特別
措置法（居住誘導地区）・開発許可制度の変更（災害ハザードによる制限）・防府モデル（きょうあい道路）・
空き家対策支援制度（実績）・屋外広告条例の改正・GISデータの活用について」を、別会場からzoomにて
参加いただき、オンラインにて説明していただきました。特に、都市再生特別措置法については、法務委
員より重要事項説明書での説明の仕方を追加で説明しました。そして最後にインボイス制度について、不
動産業への影響を同じく、法務委員から説明しました。
　今回はzoom ウエッビナーを１か月だけ契約して、開催したため、接続テストも行いましたが、なかな
か大変でした。 今後はzoomも使用することが多くなると思われますので、各支部にての開催もオープンに
してみても良いのではないかと思います。

防府支部研修会開催
法務委員長　片岡　謙一

 
免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 免許有効期限 書類提出期限
㈱Ｋ・オール 令和４年５月24日 令和４年４月24日
㈱原田組 令和４年５月26日 令和４年４月26日
誠和工営㈱ 令和４年６月８日 令和４年５月８日
㈲第一不動産 令和４年６月30日 令和４年５月30日
㈱カドタ商事 令和４年７月29日 令和４年６月29日
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山口yamaguchi

　令和３年12月７日㈫山口市湯田温泉のセントコア山口におきまして、令和３年度第２回山口支部研修

会が開催されました。尾村支部長ご挨拶の後、第１講は山口税務署　個人課税第一部門　記帳指導推進官　

片山敦史様による「消費税のインボイス制度」についてご講演頂きました。

　「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が令和５年10月１日より導入されます。

　適格請求書発行事業者の登録番号取得や適格請求書発行の留意点等についてご説明受けました。

　第２講は、山口市農業委員会事務局　農地担当　主幹　宮崎武志様、山口市地域生活部定住促進課　定

住促進担当　主幹　田邉幸治様により「空き家に付帯する農地の取得に係る別段の面積の設定について」ご

講演頂きました。空き家に付随する農地を一つの区域とみなし、移住・定住と遊休農地の利用促進を図り

ます。この制度を利用して、移住する若者や子育て世代の定住を促進し、山口県の人口減少に歯止めがか

かれば良いのですが。

　第３講は、山口市　防災危機管理課　副主幹　山下裕二様、山口市　防災危機管理課　杉山智洋様、山

口市　農林整備課　整備担当　主幹　石川順也様、により「山口市のハザードマップについて」ご講演頂き

ました。大雨や短時間強雨の発生頻度が増加し、降水量が増大するなどの極端な雨の降り方が現実的に起

きていることに注視しながら日常業務遂行する必要性を感じました。又、山口市では、緊急時に迅速かつ

安全に避難するため、ため池ハザードマップの作成を進めてるとの事です。進捗状況は「山口県土砂災害

ポータル」を参照してください。

　第４講は、山口地方法務局　不動産登記部門　統括登記官　福間勝明様、山口地方法務局　不動産登記

部門　登記調査官　深見翼様により「法定相続情報証明制度について」ご講演頂きました。法定相続情報証

明制度は、法務局に戸除籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出することで、その後の相続手続を簡略化す

る制度となります。又、第２部では、山口地方法務局　供託課　遺言書保管官　柏葉子様より「自筆証書

遺言書保管制度明について」ご講演頂きました。法務局が遺言書を預かり、遺言者が亡くなられた時、相

続人に通知する制度です。共に、積極利用が期待される便利な制度となっています。

　最後に、竹下法務委員長より「人の死の告知に関するガイドライン」「賃貸住宅管理業者の登録」「レイン

ズシステムの統合」についてお知らせがございました。

　盛り沢山、長時間に及ぶ研修会でしたが、理解を深め実践していく必要性を強く感じた各講演でした。

　今後も会員の皆様にお役にたてる研修会を開催して参ります。また、研修に関してのご要望等がござい

ましたら、お気軽におよせください。

令和３年度　第２回山口支部研修会
業務委員　髙見 護
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支 部 だ よ り

◎代表者変更 ㈱REVOLUTIONアパマンショップ山口店 （新）加賀屋　篤　　（旧）篠原　元岐
 ㈱山陽 （新）平田　雅典　　（旧）平田　惠敏
◎専任取引士変更 セキスイハイム中四国㈱山口支店 （新）松本　敏洋　　（旧）徳光　克敏
◎退　　　会 ㈲八雲開発 代表者　冨村　節子　　専任取引士　冨村　新治
 ㈱アージス 代表者・専任取引士　　田代　サヤ子
 ㈱長州興業 代表者　渡邊　智明　　専任取引士　福島　哲也
 ㈱福山不動産 代表者　福山　哲也　　専任取引士　福山　昌代

会　員 の 動 き会　員 の 動 き会　員 の 動 き

免 許 更 新 の お 知 ら せ
業　者　名 免許有効期限

エフケイビル㈱ 令和４年７月29日
㈲石崎サンリース 令和４年８月２日
旭建設工業㈱ 令和４年９月２日
㈲西村不動産 令和４年９月12日
㈱モリモト 令和４年10月９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

　去る12月１日㈬、令和３年度宅建協会山口支部忘年ゴ
ルフコンペが厚狭GCにて総勢15名で開催されました。
　当日はゴルファーにとっては大敵の強風にみまわれ、ス
コアも大荒れとなるプレーヤーが続出でした。朝のミー
ティング時に副支部長の竹下さん（山永不動産）は、「本日
のコンディションではベスグロが85でしょう」と言い切っ
ておられましたが、見事的中！ベ
スグロ85がお２人いらっしゃいま
した。その上この副支部長殿は優
勝までさらっていかれました！毎

回何か賞に絡んでこられますね～さすがです！
　さて今回は株式会社いとう不動産の田谷さんが初参加。入賞こそなかったもの
のベスグロス85、イケメン、若い、お上手、嫉妬しちゃいます・・・次回も期待です！
　今回少ない参加人数でも大変盛り上がりましたが、次回は大勢の参加をお待ち
しております。初参加の方も大歓迎ですのでお気軽にご参加下さい。

令和３年度忘年ゴルフコンペ
総務委員 池田 善樹

　２月20日、小郡地区で住居表示が実施されました。山口市ホームページで確認できます。

住居表示が実施されました
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周南shunan

　直前まで蔓延防止等重点措置がとられていた山口県ですが20日で解除され、無事開
催でき40名弱のご参加を頂きました。ご参加頂きました皆様誠にありがとうございま
した。
　第一講は、全宅保証のWEB研修プログラムの視聴を致しました。『おとり広告禁止に
ついて』、『不動産取引に関する最近の裁判事例』、『コロナ
禍でのハラスメント問題について』、を放映致しました。
　本来であれば、各々の事務所で確認できるWEB研修で

すが、なかなか視聴するお時間が無い方も多くいい機会になったのではと思います。
　他にも有意義な研修動画も、視聴できるのは宅建協会会員様の特権でもあります。是
非他の動画も視聴頂きまして会員様の知識向上に努めて頂けたらと思います。
　第二講は、一般社団法人山口県相続支援センター　相続診断士の下瀬　祐治　様を講
師として、『生前相続対策としての書遺言の必要性とその現状』について講義頂きました。
　遺言と保険にはついていて、養子と贈与にはつかないものは何でしょうか？？という問いかけに答えられた会員様
は皆無でした。正解は、取り返しがつくものとつかないもののグループ分けでした。
　なるほど！！遺言と保険は書き換えや変更がきく、養子縁組と贈与は一旦行うと取り返しが効かない。なかなか思
いつかない名問題でした。
　不動産業者としては、相続問題をある程度知識としては熟知しているところはありますが、実際現場の状況やかか

る費用について、法定後見と任意後見の実費の違いの話しも教示頂き、驚きの会員様
の声も聞かれました。
　講義中も適宜ご質問を受け付けて頂き、普段ご質問は遠慮がちになることが多いで
すが、活発にご質問が飛び有意義な時間だったと思います。
　相続問題は、年々相談件数が間違いなく増加し、不動産業と密接した関わりがある
かと思います。毎年の様に法改正もありますので定期的に相続関連の講義は実施でき
たらといいですね。
　今回ご参加頂けなかった会員様も次回のご参加心よりお待ちしております。

令和３年度第２回支部研修会
法務委員長 原田 浩司

日 時 令和４年２月22日（火）　13時30分～　
周南地域地場産業振興センター
第１講　①おとり広告禁止について
　　　　②コロナ禍でのハラスメント問題について
　　　　③不動産取引に関する最近の裁判事例
　　　　※WEB動画研修
第２講　「生前相続対策としての書遺言の必要性とその現状」
　　　　講師　一般社団法人 山口相続支援センター 
　　　　　　　　　　　　　　　　相続診断士　下瀬 祐治 様

場 所
演 題

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させていた
だきました「ネットで賃貸株式会社」の松本康之介と
申します。
　これまでの経験や、若さを活かして常に新しいこと
に挑戦していきたいと思っています。また、少しでも
地域貢献、徳山の街を盛り上げていけるよう尽力した
いと思っていますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろし
くお願い致します。

ネットで賃貸株式会社

代表取締役　松本 康之介

〒745-0032
周南市銀座２丁目17番地
TEL 0834-32-0200
山口県知事(1)第3760号

 新入会員のご紹介

★代表者変更　　　　　㈱福谷産業　　　　　　福谷　正夫　→　福谷孝伽子
　　　　　　　　　　　㈱コウケンプロダクツ　兼森憲太郎　→　岡村　英之
★専任取引士退会　　　㈱コウケンプロダクツ　兼森　優子
★住所変更　　　　　　エポックワン㈲　周南市城ヶ丘３－１－33　→　周南市大字久米2665番地７

会　員 の 動 き会　員 の 動 き会　員 の 動 き
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支 部 だ よ り

柳井yanai 令和３年度柳井市空き家対策セミナー
法務委員長　児房 貴志

　令和３年12月６日㈪午後５時30分より柳井グランドホテルにおいて忘年懇親会を開催しました。コロナ感
染者減少時期ではありましたが、出席者は10名で、主計支部長の挨拶、乾杯のご発声で始まり、４年ぶりの親
睦会でしたので初めての交流会となった会員の方もいらっしゃいました。皆様楽しく歓談と食事を楽しまれま
した。締めの挨拶は岡野副支部長により一丁絞めで締めて頂きました。
　コロナ禍の中、ご参加頂いた会員の皆様ありがとうございました。

　令和３年10月27日㈬、午後１時30分より柳井市役所にて空き家対
策セミナー「空き家の利活用（売却・賃貸など）について」及び「無料
相談会」の講師を務めさせていただきました。
　まず空き家の現状についてご説明させていただきました。空き家
問題は現在大きな社会問題の１つになっており、防災面、防犯面、
衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家も
少なくありません。「空き家対策特別措置法」が全面施工され空き家
の所有者は空き家等の適切な管理に努めなければならないことになりました。柳井市内でも初めての行政代
執行で空き家を解体した事例があり、実際の事例を元にご説明させていただきました。
　その他、「相続登記の手続き・必要性」、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」、「空き家バンクの制度の

活用」、「空き家の活用について（使う）・（貸す）・（売る）・
（壊す）」について、それぞれの活用方法をご説明させていた
だきました。
　最後に空き家の予防として、「空き家の価値を下げない維
持管理の必要性」、「紛争の未然防止」について、空き家を円
滑に活用する方法をご説明させていただきました。
　セミナー後には無料相談会を行い、３名の方から相続し
た不動産について、固定資産税が不安なことや、管理が行
き届かない等のご相談いただきました。売却方法等のご説
明し、査定をさせていただくこととなり、無事終了しました。

令和３年度忘年懇親会開催
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岩国iwakuni

　令和３年11月10日行われた山口県宅建協会会員ゴルフ大会に参加しました。今回は下関で行われることも
あり岩国からの参加が少ないとのことで、塩田支部長に促されて今回は社員３人を連れ計４人でエントリー
しました。
　下関ゴルフ倶楽部は初のコースとあって、私はインタ―ネットでゴルフ場のコース情報や昼食を確認し、心
を弾ませてその日の朝５時に車に乗り込み、スタート１時間前に到着。しかし、あいにくの天候、台風並みの
強風、スタート前には土砂降りと大粒の雹の歓迎というコンディション。一番ホール、ドライバーでのティー
ショットは、まずまずの当たりでラウンドが始まった。しかし、そのティーグランドで衝撃の事実に・・・こ
のゴルフ場は、プレーイング４（前進４打）が18ホール一切ないゴルフ場と知り、一緒にエントリーした３人
の社員のことが脳裏にうかんだ。前日のこと彼らは、「コースによってはドライバーのOBでプレ４になった方
が、スコアがいい」とのことを話していたからである。また、一緒に回る同伴者に迷惑が掛かっていないか、
そんなことを思うプレーが３ホール続いた。４ホール目から彼らの心配より自分の心配の方が上回ってきた。
パターが入らない、３パット・４パット、OB他もあり気づいたら７ホール時点でボギーすら取れない展開。「私
はこのままだと前半60点超えかな～」、そこには心弾ませていた何時間前の自分はいない、そこに居るのは
焦りでうろたえている己である。ゴルフというスポーツは、止まった球を打つ競技であることは言うまでも
ありませんが、プレーの進行を遅延しなければ自分の間合いで打つことができる。止まっているからこそ心
に考える隙間が生まれる。心技体の精神でいう心を平穏に保つ難しいスポーツである。ただ打つだけではな
い、視覚から入って来る景色という情報や風という自然環境、ボールが止まっているライ（傾斜等の状態）の
状況、色んなマイナス要因が脳に溶け込んでくる。そろそろ本題に戻るとしよう。８ホール目で初めてボギー
が取れ、９ホール目でパー、前半55点でホールアウト、私は少しほっとした。食堂に行くと彼ら（社員）の方
が先に上がっていた。話を聞くと私とほぼ同じスコアではありませんか。彼らを心配して損した気分である。
しかし、その反面心が救われた。彼らが愉しそうであったからである。後半戦は、ショットはまずまずだが
パットの距離感が合わず49点、前半に比べると落ち着いたプレーが
できた。ゴルフは個人プレーだが一緒に回るメンバーとのコミュニ
ケーションも大事だ。一日一緒にいるのだからお互いを気遣い、同
伴者のいいプレーには賞賛し、自分事の様に嬉しい気持ちになるの
もゴルフの良いところである。ゴルフの結果は、グロス104点、ネッ
ト74.0の順位は３位でした。一緒にラウンドして頂いた皆さん、あ
りがとうございました。

宅建協会ゴルフコンペに参加して
総務委員長 坂井 幸栄

　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、㈱オフィス・スエヒロの末廣と申しま
す。入会に際し岩国支部役員及び事務局の方々にはお
世話になりありがとうございました。㈱東洋地所様・
㈱西部様で学び経験した事また30年以上のキャリアを
生かし頑張っていく所存でございます。
　今後とも変わらぬご指導ご支援のほどよろしくお願
いいたします。

株式会社　オフィス・スエヒロ

代表取締役　末廣 達郎

〒740-003１
岩国市門前町１丁目３-18
TEL 0827-31-5342
FAX 0827-93-2449
山口県知事⑴3761号

 新入会員のご紹介



( 公社 ) 全国宅地建物取引業協会連合会

ハトマークハトマーク

全宅連では、会員の書式作成業務の効率化を支援するため、インターネット
環境があれば、いつでもどこでも簡単に契約書式を作成することができる
「ハトマークWeb 書式作成システム」を新たにリリースしました。
このシステムは、全宅連が公開する重要事項説明書や契約書等の契約書式を
Web上で簡単に作成・保存・編集することができるもので、書式作成業
務を大幅に効率化することができます。
宅建協会会員なら、無料でご利用いただけますので、先ずは一度お試しい
ただき、使いやすさを実感してください！

で簡単に契約書式を作成 !
作成システム作成システム

つのポイントつのポイント66

Web書式Web書式
クラウド
版

宅建協会会員の皆様へ朗報です！

無料で今すぐ使える！
インストール不要で簡単！

時短/簡単/超便利

全宅連会員専用サイト「ハトサポ」か

らすぐにお使いいただけます。専用の

ソフトをインストールする必要はあり

ません。バージョンアップなどの手間

もありません。  ※ただし推奨環境あり

無料 ·インストール不要
直感的に所定の入力欄に入力していく

だけで、あっという間に簡単契約書式

作成できます。書式はサーバーに保管

される他、PDFでパソコン等にも保存

できます。

簡単操作で書式作成
インターネット環境さえあれば、365

日 24時間、時間や場所を選ばずに契

約書式の作成が可能です。

いつでもどこでも作成可

複数のスタッフ等と分担作業・再編集

もOK！作成書式はサーバーに保存さ

れるので、万一パソコン等が故障・紛

失しても安心です。

複数スタッフと共同編集
書式間 (重要事項説明書と契約書等 )

で共通する入力項目は自動連動（又は

引用）されるため、再入力の手間を大

幅に削減できます。

重複項目は自動連動
あらかじめ物件情報や宅建業者・宅建

士情報、顧客情報等をマスタ登録して

おけば、ワンクリックで呼出し可能。 共

同仲介の相手が宅建協会会員の情報な

ら、会員DBからの呼出しもできます。

呼出し機能が充実

ご利用
方法

全宅連会員専用サイト「ハトサポ」にログインいただき、「ハトマークWeb 書式作成システム」

ボタンをクリックすると、本システムの利用画面に遷移します。

※「ハトサポ」にログインするには、ハトサポに利用登録し、ハトサポ ID・パスワードを取得する

　必要があります。ハトサポ会員への登録は、ハトサポログイン画面にある「利用登録がまだの方

　はこちら」より、ご自身で行うことができます。

　全宅連HP：https://www.zentaku.or.jp/

を
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ハトサポ 検索 ➡➡

無料でつかえる

強力な会員業務支援
無料でつかえる

強力な会員業務支援

その契約書式作成「ハトサポ」
におまかせください！

最新法令
に対応
最新法令
に対応

Web書式作成システム
で

契約書・重説があっとい
う間に

完成‼
自動化で大幅に効率化

　契約書式は法令改正等に完全対応！

宅建協会会員限定業務支援システム

ハトサポが提供する充実のメニューはウラ面へ

さらに ・・・・
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ハトマークWeb書式作成システムハトマークWeb書式作成システム

ハトサポが提供する主な業務支援メニュー

特約・容認事項文例集特約・容認事項文例集

●契約の解除に関する特約　●権利金・礼金の不返還に関する特約　●賃料・共益費に関する特約

★簡単操作＆自動化で契約書式の作成作業を大幅に効率化！

★重説・契約書作成の強い味方

★その他にも充実の業務支援メニューをご用意！

ワード・エクセル契約書式

不動産取引に関するご相談法令改正情報

提携サービス不動産取引に関する出版物

便利な機能が満載
簡単操作で書式作成

いつでもどこでも作成可

直感的に所定の入力欄に入力して
いくだけで、あっという間に作成
できます。

クラウドなので端末を選ばず､ネット
環境さえあれば 365 日 24 時間どこ
でも契約書式の作成が可能です。

重複項目は自動連動

呼び出し機能が充実

書式間で共通する入力項目は自動
連動されるため、再入力の手間を
大幅削減できます。

物件･宅建業者･宅建士等の情報を
登録しておけば、ワンクリックで
呼出し､何度も利用可能。

無料・インストール不要
ハトサポから無料ですぐにご使用
いただけます。専用ソフトのイン
ストールも不要です。

例えばこんな文例集が掲載されています

ご利用方法

重要事項説明書・売買契約書・賃貸
借契約書などのワード・エクセル契
約書式がダウンロードできます。

最新の法令新設・改正等の情報や各
種通達や告知等をいち早く掲載。過
去の改正情報も検索できます。

宅建業に従事される方の知識向上、
取引における紛争防止のため業務上
参考となる研修用動画を配信。

不動産取引に関する書式の書き方の
解説書など、会員業務を支援するた
めのツールを多数ご用意。

弁護士による電話法律相談、契約書
式の書き方相談、税理士相談で取引
のご相談をサポートします。

建物状況調査や住宅ローン、少額短
期保険、経費削減まで、業務に役立
つサービスや商品をご紹介。

ハトサポへの利用登録がお済みでない方はお早めにご登録ください！

今後も支援メニューを充実！皆様の業務を強力にバックアップします！

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

※ハトサポ会員へのご登録は、
ハトサポログイン画面にある「利用登録がまだの方はこちら」
より、ご自身で行うことができます。

URL：https://www.zentaku.or.jp/

「ハトサポ」のご利用には各会員個別に発行されるハトサポ ID・パスワードが必要です。

←すでにハトサポ ID・パスワードを
　お持ちの方はこちらから

←初めてご利用される方はこちらから

会 ハトサポ 検索 ➡➡

６

Web研修

※大阪宅建協会会員は、ログイン画面「大阪宅建協会会員ログインはこちら」からログインできます。

わかりやすい
説明動画はコチラ↓
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受講料 8,000円（税別）

資格登録証

不動産取引実務の基礎知識修得を目
的とした通信教育資格講座です。

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

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

検 索不動産キャリアパーソン で

めざせ！不動産
キャリアパーソン

取引実務の基礎を網羅
［不動産キャリア］サポート研修制度

®

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

イメージキャラクター  佐藤まり江 さん

資

テキスト
+Webで
いつでも
学習

不動産キャリアパーソン®とは

頑張るあな
たを

応援します
！
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協 会 の 動 き

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 宇部 （1）3764 ㈱クリス・コーポレーション 栗栖　利佳

2 下関 （1）3762 ハヤカワ㈲ 早川　和美

3 宇部 （1）3768 ㈱ホットスペース 平田　雅史

4 下関 （1）3770 絆建設㈱ 植村　智之

5 下関 （1）3769 ㈱エストラスト不動産販売 藤本　隆史

6 岩国 （1）3771 吉野工業㈱ 吉野　一正

退　　会

1 下関 大（1）9501 ㈱田村ビルズ　下関川中店 秀﨑　孝一

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

3 防府 （12）1285 ㈱正栄ホーム 松田　初子

4 下関 （5）2766 ㈲ライフプラン 小原　征高

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

5 下関 （8）2254 ㈲ナック 鵣川　博子

6 山口 （2）3541 ㈱長州興業 渡邉　智明

7 山口 （7）2494 ㈲アージス 田代サヤ子

8 山口 （3）3230 ㈱福山不動産 福山　哲也

免許換え 理　由

1

旧

宇部
大（1）9912

中原興業㈱ 窪田　幸司 大臣→県
新 （1）3765

承　　継 理　由

1

旧

宇部
（4）3089 原企画

河野　信之 個人→法人
新 （1）3767 ㈱原企画

入　退　会　等

12月

9 木 第４回法務委員会 於 会館 出席者８名

10 金

第２回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 岡山 尾村

全宅連中国・四国地区連絡会　
研修会 於 岡山 出席者５名

14 火 第５回宅建取引士法定講習会 於 会館 原田

16 木

臨時総務委員会 於 会館 出席者11名

第４回常務理事会 於 会館 出席者９名

第４回理事会 於 会館 出席者25名

21 火 山口県居住支援協議会総務専門
部会 於 山口

県庁 中島、岡村

24 金 第３回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 島根 中島

１月

17 月 第５回総務委員会 於 会館 出席者11名

25 火 第５回業務委員会 於 会館 出席者８名

26 水 第２回不動産開業支援セミナー 於 会館 出席者９名

28 金 臨時総会 於 会館 出席者18名

２月

2 水 都道府県宅建協会事務局長等会議 於 WEB 中島、岡村

8 火 第６回宅建取引士法定講習会 於 会館 竹下

10 木
全宅管理第３回業務企画委員会 於 WEB 主計

第５回法務委員会 於 会館 出席者９名

15 火 第3回意見交換会（柳井エリア） 於 柳　　井
総合庁舎 山縣、岡村

21 月
第５回常務理事会 於 会館 出席者９名

第５回理事会 於 会館 出席者26名

22 火 全宅保証第３回監査会 於 WEB 上原

24 木 第3回意見交換会（下関エリア） 於 WEB 山縣、岡村

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

1 周南 （2）3404 チューケン㈱ 中野　勝也　様

2 周南 （1）3736 ㈱福谷産業 福谷　正夫　様

3 周南 （5）2889 ㈲藤和地所 藤井　　勉　様

次の方が他界されました。　

心からご冥福を
お祈り申し上げます。

他　界　会　員
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防府支部
　

発行人　会長　尾　村　成　一　　　編集人　法務委員長　清　水　謙　治

発行所（公社）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

　「１・100・4,000・25,000」…いきなりですが、ポスターにそれぞれ書かれている４つの数字が何を
表しているか、お分かりでしょうか？この４施設はいずれも防府市を代表する観光名所で、これらの数
字には「歴史のまち・防府」の魅力が隠されています。
正解はこちら！

〇防府天満宮
　日本で「１」番目に創建された天満宮です。
　904年（延喜４年）創建された防府天満宮（ほうふてんまんぐう）は、学問の神
様として崇められる菅原道真（すがわらのみちざね）公を祀る神社です。
　西日本屈指の荒祭、「御神幸祭 裸坊祭(ごじんこうさい はだかぼうまつり)」を
はじめ、年間を通して多くの観光客が訪れます。
　２月中旬には約1,100本の梅が花開き、境内は梅の香りに包まれます。

〇周防国分寺
　「100」体を超える仏像が拝観できます。
　741年（天平13年）、聖武天皇（しょうむてんのう）の詔（みことのり）により、
国家の鎮護と国民の景福を祈願するために建てられた国分寺のひとつです。
　金堂の位置が創建当初から1000年以上、同じ場所にほぼ同じ規模で存在して
いることが証明された、全国でも珍しい国分寺です。
　金堂で拝観できる100体を超える仏像は圧巻です。

〇国指定名勝毛利氏庭園
　「25,000」坪の広大な回遊式日本庭園。
　旧毛利家本邸は大正５年（1916年）に完成した旧萩藩主毛利氏の邸宅で、江戸
期の大名邸の建築様式を継承しながらも、大正当時の最先端技術が備えられてお
り、近代和風建築の粋（すい）ともいえます。
　その庭園である毛利氏庭園は、1996年（平成８年）に国指定名勝に指定されま
した。
　面積84,000㎡におよぶ、ひょうたん池を巡る池泉回遊式の庭園で、四季折々
の景観を楽しむことができます。

〇東大寺別院 阿弥陀寺
　「4,000」株のアジサイが咲き誇る「西のあじさい寺」
　1180年（治承４年）に焼失した東大寺再建の大勧進　俊乗房重源（しゅん
じょうぼうちょうげん）上人は、1181年（養和元年）周防国が東大寺再建の造
営料国となったことから1186年（文治２年）周防国府があった防府に下向しま
した。
　阿弥陀寺は重源上人が作った東大寺再建の７別所のひとつで、後白河法皇の安
穏を祈願して建立されました。
　境内には、山アジサイやガクアジサイ、本アジサイ、西洋アジサイ、コアジサイ、
ウツギなど80種4,000株のあじさいが植えられ、６月ごろには境内を美しく彩ります。

防府の観光情報は
防府市観光情報ポータル
たびたびほうふ
をチェックして下さい！
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