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会　長　会　長　尾  村  成  一尾  村  成  一

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は宅建協会に対し格別のお引き立てを賜り誠に
ありがとうございました。本年も変わらぬご支援ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。また、新年を迎え
るにあたり会員の皆様並びにご家族の皆様のご健康とご
多幸をお祈り申し上げます。
さて当協会は令和４年４月１日山口県の認定を得て、

「一般社団法人」から「公益社団法人」へ移行することが
出来ました。協会本部におきまして特別委員会を設置し
検討を重ね、また県の学事文書課との再三の協議を重ね
て認定をいただいたものです。今後は公益社団法人とし
て情報公開や社会貢献度が今以上に求められてきます。
会員の皆様と共に“公益法人の会員としての誇りと自覚
をもって信頼の向上に努めていきたい”と思っています。
本原稿の執筆時（令和４年11月下旬）において新型コ
ロナ感染症の第８波に入ったとの報道があります。ピー
クは年明けではないかとも言われています。我々宅建
業は不動産という生活に必要な高額の物件を扱います。

スーパーでの買い物とは違います。（もちろん価格や新鮮
さなどの店との信頼関係は必要ですが）相手との信頼関
係が成り立たなければ取り引きできません。私はそのた
めには出来る限り「対面」での面談が必要だと思ってい
ます。国は以前のような行動制限はよほどの感染拡大が
ない限りしないと言っています。また、軽症者向けの飲
み薬も承認されたようですし、政府もコロナの感染症法
の分類の変更を検討しているとの報道もあります。今年
は今までよりはもう少し活動しやすい年になって欲しい
と思っています。今年も変わらず当協会に対しご支援・
ご協力のほどよろしくお願い致します。

安倍元総理県民葬安倍元総理県民葬  会　長　会　長　尾  村  成  一尾  村  成  一

当協会の相談役であった安倍晋三元総理が令和
４年７月８日奈良県奈良市において選挙遊説中に
銃撃されご逝去されました。
令和４年10月15日下関市の海峡メッセ下関で

「県民葬」が行われました。式典には葬儀委員長
の村岡嗣政山口県知事をはじめ多くの国会議員の
方々や海外の要人、また県内の経済団体の代表な
ど約2,000人の参列者があり立派な県民葬となり
ました。当日の会場周辺には多くの警察官が配置
され、警察のヘリコプターも会場周辺を警戒飛行
し、会場入り口には空港の保安検査並みの金属探
知機や手荷物検査等により厳重な警戒がされてい

ました。
安倍元総理には当協会の相談役として長年ご指導
やご協力を頂いていました。誠に残念ですが安倍
元総理のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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山口県知事　村  岡  嗣  政

【はじめに】
新年明けましておめでとうございます｡
謹んで新春のお慶びを申し上げますとともに、本年が県民の皆様にとり

まして、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。
コロナとの闘いは、３年の時を経て、その様相を変えつつあり、長い間停

滞を余儀なくされていた社会経済活動は、正常化に向かって進んでいます。
この間、県民の皆様には、県内における感染拡大防止等の取組に格別の

ご理解とご協力を賜っておりますことに、心より感謝申し上げます。
政府は、昨年末、国民の暮らしや雇用・事業を「守る」とともに、社会

課題を成長のエンジンへと転換して持続的な成長を実現させ、経済を「強
く」していくための施策を盛り込んだ新年度の予算案をとりまとめ、我が
国が置かれた難局を乗り越えていこうとしています。
県においても、中小企業の皆様の事業継続等の支援や、子どもたちの安

心・安全の確保、防災・減災対策など、直面する課題に対応するための補
正予算を編成し、所要の措置を講じたところです。
また、県では、昨年末、今後の県政運営の指針となる新たな総合計画「や

まぐち未来維新プラン」を策定しました。
このプランでは、「安心・安全」、「デジタル」、「グリーン」、「ヒューマン」

の４つの視点を踏まえ、これまで挑戦してきた産業維新・大交流維新・生
活維新の「３つの維新」をさらに進化させ、「安心で希望と活力に満ちた山
口県」の実現を目指すこととしており、このプランに沿った県づくりの取
組の具現化に向け、確かな道筋をつけていけるよう、現在、来年度予算の
編成に取り組んでいます。
今年は、長引くコロナ禍を乗り越え、県民の皆様と共に、新たな未来を

切り拓いていく、そのスタートの年にしていきたいと考えています。

【感染症への対応】
多くの方の命と健康を脅かし、社会経済活動にも大きな影響を与えた新

型コロナウイルスは、未だ収束の兆しが見えず、昨年末からは、第８波の
感染拡大が続いています。
こうした中、医療従事者の皆様には、昼夜を分かたず献身的に対応して

いただいており、県民・事業者の皆様にも、感染防止対策やワクチン接種
等に御理解、御協力をいただいています。改めて深く感謝申し上げます。
昨年初めに流行したオミクロン株から派生し、現在の感染の主流となっ

ているオミクロン株の亜種については、弱毒化が進んでおり、重症化リス
クが大幅に低下していると言われています。しかしながら、特に、高齢者
や基礎疾患をお持ちの方々などにとって危険な病原体であることには変わ
りがなく、引き続き、感染拡大を防止していかなければなりません。
このため、県では、季節性インフルエンザとの同時流行も見据え、休日

夜間を含めた診療体制や、受診・相談センターの相談体制、自宅で療養さ
れる方の相談・診療体制を強化するとともに、感染・重症化リスクを下げ
るワクチン接種の促進に取り組んでいるところです。
私は、コロナの危機から、県民の皆様の命と健康を守り抜くため、引き

続き、全力で取り組んでまいりますので、御理解、御協力をよろしくお願
いします。

【地域経済の再生】
そして、コロナ禍で大きく落ち込み、加えて、急激な物価・エネルギー

価格の高騰や、半導体不足など供給面の制約、世界的な金融引き締めに伴
う海外景気の下振れなどに追い打ちをかけられている地域経済を力強く再
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。
このため、県では、物価高騰対策として、エネルギー価格の急激な高騰

により、厳しい経営環境が続いている医療機関や社会福祉施設に支援を行
うとともに、輸入粗飼料価格の高騰により大きな影響を受けている酪農家
への支援、さらには、中小企業が取り組む賃上げや製品等の価格転嫁の円
滑化に必要な資金需要への対応など、所要の措置を講じているところです。
また、今後は、国の取組とも歩調を合わせながら、インバウンドを含む

観光など、コロナ禍からの回復が遅れている分野の需要拡大に努めるとと
もに、新たな成長分野に力を入れていきたいと考えています。
経済情勢は刻々と変化しており、その時々の状況に応じて、スピーディ

かつ的確に対応していく必要があります。県内経済を確実な回復軌道に乗
せていけるよう、今後とも、経済情勢等を見極めながら、必要な対策を講
じてまいります。

【新たな未来に向けた県づくり】
３年にわたって続くコロナ禍は、人々の意識や価値観を大きく変え、働

き方やライフスタイルに至るまで、様々な変化をもたらしました。その結
果、これまで続いてきた東京一極集中の流れが変わり、都市部にはない、
地方の豊かな暮らしが、多くの若い世代を惹きつけ、新たな人の流れが生
まれてきています。
また、デジタル化や脱炭素化により、社会の仕組みや産業構造にまでわ

たる大きな変革の時代を迎えており、これらにもしっかり対応していく必
要があります。
県では、これらの変化をチャンスと捉え、県民の皆様と共に、「やまぐち

未来維新プラン」に沿って、本県の新たな未来に向けた県づくりの取組を
進めてまいります。
折しも、国では、デジタルの力を活用して地域課題の解決や魅力向上の

取組の加速化を図るため、昨年末、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」
が策定され、また、今年４月には、こども政策の司令塔となる「こども家
庭庁」の設置が予定されています。
県では、こうした国の動きにも呼応しながら、「やまぐち未来維新プラン」

に掲げるプロジェクトを着実に推進することにより、まずは、コロナから
県民の命と健康を守り抜き、地域経済と暮らしを再生させること、そして、
県政を取り巻く様々な環境変化や社会変革への対応や、県政の最重要課題
である人口減少対策などに、積極果敢に取り組んでまいります。

【終わりに】
私は、このたび策定した「やまぐち未来維新プラン」に基づき、県民誰

もが、山口ならではの豊かさと幸福を感じながら、未来に希望を持って暮
らせる「安心で希望と活力に満ちた山口県」の実現に全力で取り組んでま
いります。
引き続き、県民の皆様の御理解と御協力を、よろしくお願いします。

新年のご挨拶
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令和５年令和５年 新年のご挨拶 新年のご挨拶
塩  満  久  雄塩  満  久  雄

山口県宅建県議団団長山口県宅建県議団団長
山口県議会議員山口県議会議員

新年明けましておめでとうございます。
県民の皆様におかれましては、穏やかな新年をお迎え
のことと、謹んでお慶びを申し上げます。
山口県議会では、皆様方の温かいご支援、ご協力の下、
議会活動の透明性の向上を図りながら、公正で円滑、そ
して活発な議会運営に努めているところです。　
私も新たな心持ちで、山口県議会議員として、山口県
宅建県議団団長として、コロナ禍を乗り越え、笑顔と希
望に満ちた故郷のために、そして、山口県の振興・発展
に向け、一層邁進してまいります。
山口県宅地建物取引業協会におかれましては、平素か
ら、宅地建物取引の適正な運営と快適な住環境の実現に、
多大なご尽力をいただいているところであり、尾村会長
さんをはじめ、会員の皆様方に、深く敬意と感謝の意を
表します。
また、住宅の流通促進や増加する空き家への対応など、
宅地建物取引を巡る課題が山積する中、取引の安心・安
全の確保や、取引量の拡大に努められるとともに、会員
の皆様の経営基盤の強化・業務支援を通じて、人々の快
適で住みよいまちづくりの推進に取り組まれていること
は、誠に心強く厚くお礼申し上げます。
先の、故安倍晋三先生県民葬儀につきましては、昨年
10月15日、国内海外からも多くの方々にご参列をいただ
き、しめやかに執り行われました。山口県議会からは、
先生の長逝に深く哀悼の意を表し、そのご遺徳を忘れる
ことなく、山口県のさらなる発展に向け邁進することを
お誓いし、うやうやしく弔詞がささげられました。
安倍先生は、長きにわたり日本のリ－ダ－として活躍
されましたが、国家の最も重要な責務は、国民の生命・
財産、平和な暮らしを守ることです。新型コロナウイル
ス感染症や気候変動への対応のみならず、国連の安保理
決議を無視した、北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの
発射は、我が国においても、地域においても、その平和
や安全に極めて深刻かつ重大な脅威となるもので、覇権
主義的な動きを強める中国の動向とも相俟って、我が国
の安全保障を巡る現況は予断を許さない状況にあります。

こうした中、昨年夏の第26回参議院議員選挙では、こ
れまでの自公連立の政権運営が高く評価され、厳しい世
界情勢の中にあっても人々の暮らしと産業を守り、全世
代が安心して暮らせる社会を実現するための政策の訴え
が、多くの国民に幅広く理解され支持されました。
一方、国民生活は今、急激な円安の進行や長引くコロ
ナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻等に伴う物価高騰の
影響などかってない難局ともいえる危機にあります。政
府・与党の皆様には、こうした状況を突破し、疲弊して
いる地域の生活や経済を守るため、諸政策をしっかりと
前に進めていただき、日本、そして地方の着実な成長に
向け活躍していただきたいと願っています。
我々、地方議会議員も、国や県の取組をさらに実効性
あるものにしていくため、これまで以上に、国・政府と
連携・協力するため、地域の思いや提案をしっかりとお
届けし、地方経済の底上げ、活力ある地方の創生に全力
で取り組んでまいります。
本年、４月には統一地方選挙が行われます。
皆様方には、地域の未来を託すことができる方をしっ
かりとお支えいただくため、また、本県の振興・発展の
ため、県民福祉の向上、そして、未来を見据えた県づく
りに向けて、一層のお力添えをお願いします。
今年は、「兎年」であります。兎が、その力強く大きな
後ろ足で、坂を巧みに登る姿を表した「兎の登り坂」と
いう諺があります。得意の分野で天賦の才を発揮する兎
にあやかり、国と地方、官と民、それぞれが自らの役割
を認識し、現下の課題解決に向けて、持てる力を存分に
発揮することで、真に人々が幸せを享受できる年となる
ことを切に願っております。
結びに、山口県宅地建物取引業協会の限りないご発展、
会員皆様方のご健勝ご活躍を祈念し新年のご挨拶といた
します。
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第１回山口県不動産研修会
法務委員長　上田　清侍

本年度の第１回不動産研修会が、９月５日に開催され
ました。
今回の研修会は、山口市　KDDI維新ホールを本会場
として、下関市　シーモールパレス、防府市　デザイン
プラザHOFU、周南市　周南地域地場産業振興センター、
岩国市　シンフォニア岩国の４つのリモート会場を設定
し、ハイブリッド形式での開催をいたしました。
当日は、県内各所より多くの会員の皆様にご参加い
ただきましたこと、厚く御礼申し上げます。また、各
会場にてご設営いただいた法務委員会の皆様、そして
ご協力いただいた事務局員の皆様には、心より感謝申
し上げます。
さて、第１講は「不動産の表示に関する公正競争規約・
同施行規則について」と題し、中国地区不動産公正取引
協議会より茂松則子様に研修を行っていただきました。
近年、同規約が大幅に改正されており、私自身、改めて
自社の広告やホームページにおける表示方法を見直す機
会となりました。
第２講では「押印・デジタル社会形成整備法に関する
法的基礎知識」、「重要事項説明書等の電磁的方法による
提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル・全
宅連版電子契約システム」と題して、弁護士　柴田龍太
郎様に研修を行っていただきました。
今後浸透していくと思われる不動産取引の「電子契約」

について、全宅連としての取り組み等をご教授いただき
ました。本業界では、これからもどんどんIT化が進んで
まいります。我々会員も、IT化の流れを避けて業務を行
うことが難しくなり、うまく活用できるようになること
がビジネスの成功につながると感じました。
第３講では、株式会社あそしあ少額短期保険の遠近
卓士様に、「家財保険代理店制度のご紹介」をいただき
ました。
私自身、どの研修においても「新しい知識を取得する」
良い機会となりました。
本業界では、法制度の改正やIT化の波が進み、今後「知
らなかった」ことに対する損失が大きくなっていくと感
じます。
法務委員会では、今後も今役立つ情報の提供を研修会
で提供してまいります。
会員の皆様にはぜひご出席いただき、御社の活動にお
役立ていただきたいと思います。

茂松則子様 柴田龍太郎様 遠近卓士様
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新規免許業者研修会
法務委員　原田　浩司

本年は、対象36社のうち33社の会員様が出席されました。
真剣に聞こうという雰囲気が伝わり、出席人数以上に多く
人がいらっしゃるように感じるいい緊張感でした。
研修では最初に、箱﨑総務委員長より「組織について」ご
説明いただきました。
当協会が加盟し、普段略語で話している全宅連、全宅保証、
全宅管理などの役割について詳しく説明していただきまし
た。これらの組織の役割を全て説明できる会員様もそれほ
ど多くはないのではないでしょうか。大変勉強になりまし
た。また、任意加入ではありますが宅地建物取引士賠償責
任保険のご説明も頂き、小さな費用で大きな安心が得られ
るのは良いことだと思います。
続いて、塩田業務委員長より「業務について」お話しをい
ただきました。業務委員会の主力推進事業も一つのハトサ
ポBBの使い方についてご教示をいただきました。
新規会員の方にとっては、契約書作成から物件登録まで
連携してできるハトサポBBは魅力的な機能だと思います。
是非ご利用頂き、電子契約対応のハトサポサインもこれか
らの時代に沿った機能ですのでこれから会員様皆で利用で
きたらと思います。
また、インスペクション実施と保険加入による補助金制
度もまだ予算が余っている様なので利用可能の機会があれ
ば利用できたらと思います。
最後に、上田法務委員長より「宅建業法・関係法令・倫理
について」のご説明でした。
最後の講義ということもありお疲れ気味の会員様に対し

て、「手を前に出してーこんにちはー」の掛け声で緊張気味
の雰囲気が和みました。上田委員長、流石です。
ここから先は、大変真面目な内容で倫理綱領の内容、宅
建業者立入調査時の多い違反例など具体的にお話し頂き、
高額案件の多い不動産事業は高い信用、信頼性が求められ
ることを強く感じました。事務所に戻ったら、お互い業法
違反事項がないか再点検してみましょう。
今回も大変有意義な講習会となりました。今回欠席され
た新規会員様は来年必ず受講されるようにお願い申し上げ
ます。

開催日：令和４年11月７日㈪

開催日：令和４年11月１日㈫ 13：30～　　会場：美祢市「サンワーク美祢」

山口県居住支援協議会エリア別意見交換会（美祢エリア 第１回）

令和４年11月１日㈫、サンワーク美祢において、「第１回意
見交換会」が開催されました。業者２名、社会福祉協議会２
名、行政12名、講師２名、ファシリテーター１名、オブザー
バー２名、事務局５名、計26名で開催されました。今回は講
師として、大牟田市居住支援協議会　事務局長　牧嶋誠吾様
と国土交通省　住宅局安心居住推進課　課長補佐　巽弘樹様、
またファシリテーターとして、一般財団法人高齢者住宅財団　
企画部　部長　落合明美様にご参加いただきました。
山口県土木建築部住宅課　課長　竹田逑生様のご挨拶で始
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。
まず第１講として、「住宅セーフティネット制度について」
と題し、国土交通省　住宅局安心居住推進課　課長補佐　巽
弘樹様より、制度の概要概略、居住支援協議会の取り組みに
ついてご講演いただきました。
次に第２講として、「福祉と住宅の連携による居住支援のプ
ロセスと実践～全世代型地域包括ケアシステムの構築と居住

支援の必要性を考える～」と題し、大牟田市居住支援協議会　
事務局長　牧嶋誠吾様より、居住支援とは何か、なぜ必要か、
居住支援の目的と問題点についてご講演いただきました。
最後に、一般財団法人高齢者住宅財団　企画部　部長　落
合明美様の司会進行により、参加者による活発な意見交換が
行われ、充実した意見交換会となりました。
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。

箱﨑総務委員長 塩田業務委員長 上田法務委員長

6

宅建やまぐち
TAKKEN  YAMAGUCHI 宅建やまぐち

TAKKEN  YAMAGUCHI



令和4年度　山口県宅建協会会員ゴルフコンペ開催！
総務委員　兼子　照章

11月16日㈬、令和４年度山口県宅建協会会員ゴルフコ
ンペを今年は山口県の東端、和木ゴルフ倶楽部にて開催
いたしました。少しずつコロナ前の日常に戻りつつあ
りますが、第８波を前にコロナ対策として今年も引き続
き大会後の表彰式は行わないなどの感染拡大防止対策を
とってのコンペとなりましたが、参加者52名と多くの会
員の皆様にご参加いただきありがとうございました。
和木ゴルフ倶楽部は、眼下に岩国市街から瀬戸内海を
見下ろす高台に設計された格調高い本格コースです。各
ホールはフラットにレイアウトされていますが、微妙な
アンジュレーションのあるフェアウェイ、広いベントの
１グリーン、巧みな池やバンカーが配置された戦略性の
高いコース設計です。
８時30分より主計副会長より、「昨年とは打って変わっ
て、風もほとんどなく、文句の言えない絶好のゴルフ日
和…」とご挨拶があり、皆笑顔でスタートをしていきま
した。
さてその様な中で皆さんのプレーはいかがだったで
しょうか？
この難コースのコンペを制した優勝者は、防府支部の
㈲中川不動産　中川信広様でした！おめでとうございま

す。優勝者の中川様には宅建協会よりトロフィーとJCB
ギフト券が授与されました。準優勝は山口支部の㈲ホー
ム不動産　平連嗣騎様、３位は下関支部の㈱キャロット　
松本浩之様となりました。そして今回も上位３名以外に
も特別賞（JCBギフト券）を沢山ご用意させて頂きました。
今年も無事平穏にコンペが終了出来ました事、また朝早
くからの開催にも関わらず、運営のご協力をいただいた岩
国支部の皆様ありがとうござました。日頃大変お忙しい仕
事の日々を送られている皆様に、有意義な時間となります
事と願っております。来年ももっと多くの皆様に奮ってご
参加いただきますよう宜しくお願いいたします。

順　位 氏　名 グロス NET
優　勝 中川　信広　 89 71.0
準優勝 平連　嗣騎 92 71.6
３　位 松本　浩之 96 73.4

ベストグロス
　池田　善樹　（山口支部　防長不動産㈱）
　　　　　　　グロス82（OUT39　IN43）
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令和５年新春を迎え　　令和５年新春を迎え　　支部長　支部長　林 真一郎林 真一郎

総務委員長　木下 史晶
不動産開業支援セミナー不動産開業支援セミナー

下関支部 Shimonosek i

令和４年10月19日に第一回不動産開業支援セミナーを
シーモールパレス・ダイヤモンド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、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」	 大田業務委員長
	 「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」	 横山総務委員
	 	 藤本総務副委員長
第５部	「開業資金・融資制度について」

	 日本政策金融公庫　山地様
第６部	「質疑応答」
となり、各会員が宅建協会についてわかり易く説明をしま
した。
参加は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、支部では少しでも会員を増やしていこうと努力を
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。

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、昨年
来コロナ制限を緩和した
中でアフターコロナに向
けて、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、山口県知事選・
参議院議員選挙が執行さ
れそれぞれ現職が再選さ

れましたが、参議院選挙のさなか安倍晋三元内閣総理大
臣が凶弾に倒れるという不測の事態となり、背景を調査
する中で旧統一教会の係る課題が大きくクローズアップ
され、被害者救済を含め関連法案の審議が進められ、一
方三閣僚が一ケ月の間に辞任する中、懸案の十増十減法
案の成立、大型補正予算にかかる審議等国政は大きな局
面を迎えました。
創立60周年を迎えた（一社）山口県宅地建物取引業協会
は、昨年４月１日をもって県本部公益法人化を達成、今
後アフターコロナを見据え、魁となって新たな歴史を切
り開く年になることを期待します。
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注力する中、今後土

地利用促進と所有者不明土地建物解消に向け貢献が期待
されています。昨年は、中心市街地において道路事業や
区画整理事業が具体的に検討され、アルカポート内にホ
テル事業で進出する星野リゾートからは昨秋『ウォーター
フロントシティ構想』が提唱され、本年度都市整備方針に
対する議論が本格化する見込みです。
コンパクトシティーを目指す下関市では、昨年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。併せて都市整備行政・公共交通再編が議論に
上がる予定です。
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。今年度は財産管理制度改正、
相続財産につき一定の条件の下、国庫に帰属させること
が出来る点に着目、行政課題解決に資すること、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５年は『癸卯（みずのとう）の年』で「冬の門が開
き、飛び出る」という意味があると言われ、「これまでの
努力が花開き、実り始めること」といった縁起のよさを
表しているといえそうです。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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法務副委員長　徳海 愛子

令和４年度第１回支部研修会令和４年度第１回支部研修会

令和４年９月27日㈫13時よりシーモールエメラルドの間
において、令和４年度第１回下関支部研修会が開催されま
した。
第１講は下関税務署個人課税第１部門統括官	芳井靖典様

「電子申告」研修でした。現在推進中のマイナンバーカード
取得のうえ、税務署マイナポータルサイトと連携すること
で、５年後くらいには医療費の年間情報、源泉徴収票、生
保控除、株式の口座内容、収入の全てが紐づけられ、確定
申告の際に自動入力出来るとのお話でした。
次に個人課税審理専門官	中司信男様「住宅借入金等特別
控除等の改正」。マイホーム取得借入年末残高の控除率が
「１％から0.7％（上限21万円まで、最大13年間）」（残高3,000
万円以内の場合）と縮小されました。主な適用要件は、一般
住宅新築50㎡以上、住宅ローン借入期間10年以上、控除年
の所得金額は3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げら
れました。
なお、令和４年よりＺＥＨ（ゼッチ）省エネ基準適合住宅

（壁断熱・ＬＥＤ・太陽光発電等再エネ化）５～６等級以上
には、年末残高4,500万円まで0.7％、上限31.5万円、最大13
年間税額控除されます。
また、中古住宅においては、買取再販住宅・認定住宅の
場合13年間、その他の中古住宅（築25年以内耐火構造、築
20年以内非耐火構造）の場合10年間、それぞれ税額控除が
可能となるよう緩和されたそうです。
次に法人課税審理専門官	阿野秀和様から「インボイス制
度」について。
目的は売り手と買い手の消費税額を一致させることとの
こと。当事者間で合意した書類なら様式・名称不問で、税率・
税額は各々記載が必要とのことでした。

第２講は、山口県土木建築部住宅課主査　河岡亜紀様「宅
建業法改正の概要」と題して、書面の電子化が令和４年５
月から開始されていることと、ＩＴ重説の運用についての
お話がありました。
媒介契約書には依頼者の押印不要で、売買も賃貸も依頼
者からの承諾が得られたら、物件の情報提供が開始でき、
電子契約可能とのこと。宅建士は署名のみ、売主・買主、
貸主・借主も宅建業法上、押印は必要ないとのことでした。
また、「人権問題」について、外国籍、障害、高齢等を理
由として入居を断らないよう注意がありました。
第３講は、社会保険労務士法人あいわoffice	嶋﨑豊人行

政書士から「働き方、人の雇い方（募集の仕方）」について。
求人は、抽象的（アットホームな、チャレンジ精神等）表
現を使わず、欲しい人材像を明確に（前職内容の感想・価
値観・生活形態等を聞く内容で）描けることが大切とのこ
と。改めて考えさせられる有意義な講話でした。
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宇部支部 Ube

会 員 の う ご き
○入会者（正会員）
　１．内山　智将　　㈱清	 新規入会
　２．正司　直樹　　正司不動産	 新規入会
　３．阿部　悦雄　　富士運輸㈱	 新規入会
　４．村上　竜男　　ジャッジ㈱　山口宇部店	 新規入会
　５．山下みち子　　㈱ビクシガル	 代表者変更

○入会者（副会員）
　１．加藤　謙治　　㈱清	 新規入会

○退会者（正会員）
　１．山下　晃平　　㈱ビクシガル	 代表者変更

○所在地変更
　１．日立建設㈱
　　　　新　宇部市善和591-3

会 員 名 簿 訂 正 の お 願 い
　会員名簿33ページにて掲載内容に誤りがござ
いました。謹んでお詫び申し上げます。

㈲東建商事
　　正）　免許番号（14）　　誤）　免許番号（13）

寺 子 屋 た っ け ん の ご 案 内
　奇数月の第２火曜日、14時から16時に定期開
催しております。
　ワイワイガヤガヤ、気がねなしにいろいろな
質問が飛び交う勉強会です。
　ぜひご参加下さい。

夏休みの思い出に夏休みの思い出に
『ドローン操縦体験とシャボン玉パフォーマンス』『ドローン操縦体験とシャボン玉パフォーマンス』
８月19日に山口きらら博記念公園	富士商ドームで２年ぶ
りの地域貢献・交流事業を開催しました。
コロナ禍のこともあり、万全の準備をしての開催です。
ドローン操縦体験にもたくさんの応募があり屋外で催した
シャボン玉パフォーマンスにもたくさんの親子さんが来ら
れ、楽しんでいただけました。
開催にご協力いただいたドローンＸさん、音楽戦士ビー
トさん、そして
汗びっしょりで
ご協力いただい
た会員の皆さ
ん、本当にあり
がとうございま
した。来年もが
んばります。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
支部長　支部長　村田 幹夫村田 幹夫

新年あけましておめでとうございます。
本年度も役員一同会務運営に励んでまいります。
皆様にとりましても大きな飛躍の一年でありますことを
祈念申し上げます。
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新入会員のご紹介

株式会社	清
あおい

代表者　内山	智将

この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂
きました株式会社	清（あおい）と申します。
弊社は、昭和63年の創業以来、建設業を中心に営
業して参りましたが、お客様のニーズに対応すべく、
新たに不動産業を開業いたしました。今後は、より
一層地域社会の発展に貢献できるよう努めてまいる
所存です。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りながら、宇部支部の
発展に尽力してまいりますので何卒宜しくお願い申
し上げます。

〒755-0241　宇部市大字東岐波827番地１
TEL	0836-43-7113　FAX	0836-43-7112
山口県知事⑴3786号

正司不動産
代表者　正司	直樹

この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させて頂
きました正司不動産の正司直樹と申します。
10月に開業し、日々勉強の手探り状態です。これ
から、修行しながら前進したいと考えています。
皆様には知識不足でご迷惑をおかけすると思いま
すが、ご指導をよろしくお願いします。

〒755-0241　宇部市大字東岐波1050番地２
TEL	0836-39-8359　FAX	0836-39-8401
山口県知事⑴3788号

富士運輸株式会社
代表者　阿部	悦雄

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、富士運輸株式会社の阿部悦雄と申します。
弊社は1964年に運送業としてスタート致しまし
た。近年では、経営の多角化として県内外のマンショ
ン・アパートの賃貸業も行っております。さらなる
不動産事業の拡大を考え、この度宅建業を開始する
ことと致しました。
新参者でご迷惑をお掛け致しますが、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。

〒756-0847　山陽小野田市新沖三丁目１番13号
TEL	0836-88-0153　FAX	0836-88-3486
山口県知事⑴3790号

ジャッジ株式会社山口宇部店
支店代表者　村上	竜男

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、ジャッジ株式会社と申します。
弊社は平成29年に設立して、現在北九州市に２店
舗、大分県に１店舗構えています。主に「新築戸建」
販売に積極的に取り組んでおりまして、今後の事業
拡大を見据えて、この度山口県の宇部市に開設する
形となりました。
新参者でご迷惑をおかけいたしますが、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。

〒755-0031　宇部市常盤町２丁目4-16
TEL	0836-39-6090　FAX	0836-39-6091
国土交通大臣⑴9855号
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新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　副支部長　副支部長　戸﨑 剛戸﨑 剛

新年あけまして	
おめでとうござい	
ます。
2022年は、新型コ
ロナウイルスの変異
株による感染拡大が
収まることなく、ま
た新たな派生型も確

認され、その脅威に心配が続きました。しか
しながら、緊急事態宣言やまん延防止等重点
措置等は一段落しました。また、ワクチン接種
も進む中、全国旅行支援開始や、大型イベント・
地域の祭りなどが続々再開され、一歩ずつ少
しずつ良い方向へ進んでいるように感じます。
2023年は、「癸卯（みずのとう）」年です。

「癸」は、春の間近でつぼみが花開く直前であ
るという意味があります。「卯」は、字の形か

ら「門が開く」を連想させ、冬の門が開き、飛
び出るという意味があります。また「卯」うさ
ぎは、跳ねる特徴があるため、景気が好転、回
復するとも言われます。この２つの組み合わ
せで、これまでの努力が花開き、実り始める
といった縁起の良い年として知られているよ
うです。
2019年に現役引退されたイチローさんは昨
年、高校野球女子選抜チームと対戦され、ピッ
チャーとして９回130球を投げ、14個の三振を
奪って完投しました。試合後、真剣勝負が出来
て、充実感があり、まだまだ限界に挑戦したい
と話されました。私も見習って、新しい事にど
んどん挑戦し、勢いよく「飛躍」し、大きく「向
上」していきたいと思います。希望あふれる幸
多き一年になりますよう祈念いたします。

萩支部 Hagi
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新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　支部長　支部長　尾村 成一尾村 成一

山口支部 Yamaguch i

業者名 免許有効期限
㈲リトルサービス 令和５年４月14日
エヌイーティー㈱ 令和５年４月26日
㈲山永不動産 令和５年５月12日
㈲オクノ不動産 令和５年５月18日

業者名 免許有効期限
㈲沖田不動産 令和５年５月22日
㈱桂土地建物 令和５年６月10日
㈱アールビル 令和５年７月４日
㈱アーバンエステート 令和５年７月６日

免 許 更 新 の お 知 ら せ
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。
www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html

井上 貴之
たっけん結婚応援団 第３回カップリングパーティーたっけん結婚応援団 第３回カップリングパーティー
（一社）山口県宅建協会　山口支部は、地域社会貢献活動
の一環として令和４年11月13日㈰に「たっけん結婚応援団
第３回カップリングパーティー」を行いました。
コロナウィルス感染防止対策のため、本年は３年ぶりの
開催となりました。全国的に山口県は少子高齢化、未婚化、
晩婚化により人口の減少、過疎化が進んでいる、このよう
な状況の中少しでも歯止めになればとの思いを念頭に開催
いたしました。
会場はＫＫＲ山口あさくら（山口市神田町2-18）にて男性
19名　女性22名　総勢41名の方がお集まりくださり、尾村
成一支部長の挨拶から始まりカップリングパーティーがス
タートいたしました。
内容は、お見合いトークタイムと題し各３分程度の自己
紹介からフリータイムに移行し、参加者の皆様は積極的に
お話をされており、運営側としても、とても微笑ましく思
えました。
中盤では、参加者をグループに分けクイズやイントロ
ゲームをして楽しんで頂きました。グループゲームを通し
て参加者同士の距離感も近くなり、より一層会場の雰囲気

が明るくなりました。
終盤は、軽飲食を囲み１：１でのトークをされていらっ
しゃったのでカップル成立を期待できました。ついにカッ
プル発表です。５組のカップルが成立されました。
最後に、尾村支部長からカップルになられた５組様に豪
華お食事券が進呈され、閉会の挨拶で終了いたしました。
コロナウィルス拡散防止のための会場設営や、運営が出
来たことに感謝し、また準備や手配、進行等をしてくれた
事務局、理事の方々お疲れ様でした。今回で３回目ですが
カップルになられた方は勿論、そうでない方もアンケート
によると「楽しかった」「満足です」「４回目も参加したいで
す」等の嬉しい反響が多数寄せられましたので、【たっけん
結婚応援団第３回カップリングパーティー】は大成功で終
えることが出来ました。

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。
昨年も前年同様新型
コロナ感染症で各種事
業の制約を受けました

が、会員の皆様も感じておられるようにかなりの方か
ら“コロナになったよ”とか聞くようになってきまし
た。また、それなりの対処方法もわかってきたように
思います。そのおかげかどうかわかりませんが、支部

行事の研修会や価格査定等に多くの会員の参加を得て
います。また、コロナの影響で２年間開催を見合わせ
ていた社会貢献事業の一つである「カップリングパー
ティー」を３年ぶりに令和４年11月13日にKKR山口あ
さくらにて開催いたしました。男女各20名の定員を超
す多くの参加希望者があり、結果５組のカップル成立
となりました。また、12月２日にはやはり３年ぶりの
支部忘年会が開催され、約70名の参加がありました。
私たち山口支部としても今後とも会員同士直接会え
る場を提供し、会員同士の信頼関係を築いていってほ
しいと思っています。山口支部は幸いにこの３年間で
多くの新入会員をお迎えしています。既存会員と共に
頑張って欲しいと思います。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。
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西川 貴章

山口支部親睦忘年会山口支部親睦忘年会

令和４年12月２日㈮、セントコア山口にて、山口支部の
忘年会が開催されました。一昨年からの新型コロナウイル
ス感染症の拡大により延期されていた忘年会でしたので、
久々にお会いする方も多く、大変貴重な話ができ、これか
らの業務にも繋げていければと思っております。ここ最近
は業務も多様化しており、非接触にて業務を進める場面も
増えておりますが、対面でお会いする大切さを再認識致し

ました。
恒例のビンゴゲームでは株式会社小郡不動産の右田社長
とASSET	Design株式会社の井上社長の進行で大いに盛り
上がり、終始楽しい忘年会となりました。尾村支部長を含
む山口支部の理事の皆様におかれましては、この様な素敵
な忘年会を開いて頂き感謝申し上げます。

新入会員のご紹介

株式会社LFB賃貸山口東店
支店代表者　竹重	裕基

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、㈱LFB賃貸山口東店の竹重と申します。
弊社は、社名にもありますように賃貸仲介業を主とし、そ
の不動産取引を通じて地域・業界への貢献、また少しでも会
員の皆様のお役に立てるよう尽力して参ります。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

〒753-0021　山口市桜畠５丁目2-5
TEL	083-925-1731
FAX	083-925-1769

合同会社	the	PLACE
代表社員　清水	心平

この度、山口県宅建協会山口支部に入会をさせていただき
ました、合同会社	the	PLACE（ザ	プレイス）の清水心平と申
します。
これまで学んで参りました不動産業の経験を活かし、地域
の皆さまへ貢献できるよう努めて参ります。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。

〒753-0826　山口市幸町１番６号
TEL	083-941-6233
FAX	083-941-6234

株式会社YM-ONE（ワイエムワン）の弘中光生と申します。この度、山口県
宅建協会山口支部に入会させて頂くことになりました。私はこのまちで生ま
れ、このまちで育ち、このまちで不動産・建設の仕事をさせていただいてお
ります。
約２年間、本協会の活動から離れておりましたが、諸先輩の方々に支えて

頂き、自然と勇気と自信が湧いてくるように感じ、今一度、不動産業を通じ
て地域社会貢献に尽力されている本協会に入会させていただくことができ、
大変嬉しく思います。今後、本協会の活動にも積極的に取り組んで参りたい
と考えております。何卒、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

株式会社YM-ONE
（ワイエムワン）
代表取締役　弘中	光生
〒753-0831　山口市平井1575番13
TEL	083-902-1019
FAX	083-902-1019
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法務委員長　竹下 雅樹山口支部ゴルフコンペ山口支部ゴルフコンペ
成績表（山口支部のみ）

優　勝	 山野宏治	 信和不動産㈱	 46－36	 82
準優勝	 平田幸賀	 ㈲三協	 48－44	 92
６　位	 右田善弘	 ㈱小郡不動産	 42－43	 85
８　位	 田谷武男	 ㈱いとう不動産	 42－40	 82
９　位	 重永孝義	 ㈱宇部日報社	 50－43	 93
10　位	 池田善樹	 防長不動産㈱	 42－44	 86

第２回山口支部ゴルフコンペが令和４年10月19日㈬、ア
イランドゴルフガーデン宇部にて開催されました。今回は
お隣の防府支部さんとの合同コンペとなり、参加者は山口
16名、防府37名の多数となりました。晴天に恵まれました
が、このゴルフ場は山口県では数少ない高麗グリーンであ
り、芝目はきつくカップ手前から急激に曲がったり、強く
打つとスリーパットしたりとなかなか難しいゴルフ場です。
優勝は信和不動産㈱山野宏治社長さんで、後半インのスコ
アはなんと36のプロ並みスコア。準優勝は㈲三協の平田幸
賀社長さんで、スコア92の安定した実力者。防府支部さんに、
賞品準備をしていただきましたが、上
位は山口支部の会員が多く入賞して申
し訳なく思います。参加者全員（山口・
防府）が賞品をいただき、防府上田支
部長さんと一人一人記念撮影。次回も
合同コンペが開催出来ますように、幹
事さんよろしくお願いします。

会 員 の う ご き
○商号変更　
　・（新）㈱LFB賃貸
　　（旧）㈱LFBアパートメント
　・（新）㈱LFB賃貸山口東店
　　（旧）㈱LFBアパートメント山口東店

○代表者変更
　・㈱ファーストホーム山口店　
　　（新）中村幸一（専取）　（旧）細田隆志（専取）
　・㈱カドス・コーポレーション　
　　（新）工藤博丈（専取）　（旧）杉田茂樹（専取）
　・㈲沖田不動産　
　　（新）藤谷健男（専取）　（旧）荒瀬　正（専取）

○専任取引士変更
　・セキスイハイム中四国㈱山口支店
　　（新）藤田　剛　　（旧）松本敏洋
　・㈱LFB賃貸
　　（新）山見未来　　（旧）倉津久志
　・㈱ファーストホームグラントホーム店
　　（新）清水　愛　　（旧）河田達也
　・山口大学生活協同組合
　　（新）梶山拓也　　（旧）櫻井美穂

◎住所変更
　・㈲石崎サンリース
　　（新）〒753-0066　山口市泉町1-11（℡・fax変更なし）
　・㈱LFB賃貸
　　（新）〒753-0831　山口市平井707-1
　　　　	TEL	083-902-2123　FAX	083-902-2134

成績表

優　勝	 山野　宏治
	 信和不動産㈱
	 45-43　88

準優勝	 池田喜一郎
	 防長不動産㈱
	 50-47　97

３　位	 川﨑　保孝
	 ㈲山永不動産
	 46-46　92

業務委員長　山野 宏治忘年ゴルフ忘年ゴルフ
11月30日㈬、令和４年度宅建協会山口支部忘年
ゴルフコンペが宇部72カントリークラブ阿知須
コースにて総勢17名の参加で開催されました。
当日は、強風にみまわれ難しいコンディション
の中のラウンドで皆さん大変だったと思われま
す。結果は成績表にてですが、前回に続いての優
勝と誠に恐縮しております。（記事を書くように
依頼されていたのですが自分のことを褒めるわけ
にもいかず、、、）
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。
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防府支部 Hofu

業務委員　丸田 幹治

令和４年９月15日㈭・16日㈮13時より、防府支部会議室
にて令和４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、２日間に分けて
延べ30人の参加をしていただきました。
この度は、800ポイントから20ポイント事例地を増やし査
定を終了しました。
ご協力いただいた会員の皆様有難うございました。

標準事例地価格査定実施標準事例地価格査定実施

新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　防府支部長　防府支部長　上田 清侍上田 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
陰をもちまして支部運
営ができておりますこ
と、心より御礼申し上
げます。
昨年後半より、新型
コロナウィルスの感染

者の減少と「WITHコロナの時代」の意識浸透から日本
経済に明るい兆しが見え始めた矢先、物価高騰や急速
な円安により、私たちの住む地域でも様々な変化が表
れてきました。今後、きめ細やかな経済対策によって、
社会の安定と景気の回復が期待されます。
さて、宅建協会防府支部では、昨年、コロナ禍の中
でも様々な場面で会員の皆様に情報発信、情報交換の
場を設けてきました。その機会にご参加いただいた皆
様、そして難しい状況の中で設営にご協力いただいた
皆様には、心より御礼申し上げます。
私がコロナ禍の数年の中で学んだことがあります。
それはフランス映画「山猫」の中でも登場する「We	
must	change	to	remain	the	same」（変わらず生きる為

には、変わらないといけない）という言葉です。
近年の国の制度を見てみると、民法改正や不動産の
表示に関する公正競争規約の改正、都市計画法の改正
に伴う市街化調整区域の開発制限がありました。今後
は、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属法が始まる
と予測されます。
宅建業界を見てみると、進んでいく不動産業界のデ
ジタル・IT化、非接触での業務化。今後は、ハトサポ
ＢＢへの本格移行が予定されています。わが町防府を
見てみると、新たな施設の建設や道路の整備・見直し
が今後も行われていきます。
コロナ禍と併せて目まぐるしく変わる状況の中で、
我々が会社を守るには、公助を待つだけでなく、我々
自身の能動的な変化（行動）が必要になると感じてい
ます。
宅建協会防府支部では、本年も「情報共有と資質向
上、そして会員交流の機会の提供」「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」に取り組んで
まいります。会員の皆様にはその機会を十分に活かし
て、御社の発展に繋げていただきたいと思います。
最後になりますが、皆様方の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。
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10月19日㈬、防府支部と山口支部合同
での親睦ゴルフコンペを開催いたしまし
た。天候も素晴らしい晴天に恵まれ、防
府支部・山口支部会員に加えて住宅メー
カーの皆様や士業関係の皆様など総勢53
名の方にご参加いただき、支部の枠を超
えた交流となった大変有意義で盛況な会
となりました。ご参加いただきました皆
様には円滑な運営にご協力いただき、誠
にありがとうございました。
今後とも支部合同でのゴルフコンペを
定期的に開催して参りたいと思います。
たくさんのご参加をお待ちしております。

総務委員　門田 悦秀

防府支部・山口支部合同防府支部・山口支部合同
親睦ゴルフコンペ開催親睦ゴルフコンペ開催

新入会員のご紹介

この度宅建協会防府支部に入会させて頂きました、
Land	arc株式会社の末富です。
木村允彦さんとの共同経営という形で、お互いの長所
を最大限に生かしながら、地域の皆様、関係者様に信頼
していただけるよう努力して参ります。
何卒、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。

Land	arc株式会社
代表取締役　末富	友子
747-0809　防府市寿町3-20
TEL	0835-28-8450　FAX	0835-28-8451
山口県知事⑴第3791号

会 員 の う ご き
○代表者変更
　・㈱田村ビルズ防府寿町店　木村允彦	→	佐藤理太

○専任変更
　・㈲中川不動産　中川篤能	→	中川和子
　・㈱広政不動産イオン防府店
　　　　　　　　　高木絵里	→	山下祐果
　・日商友希㈱　　丸田榮二郎	→	藤嶋秀典

○専任退任
　・㈱ファーストホーム　大平和江

○所在地変更
　・日商友希㈱　防府市華浦一丁目11番12号
　　　→	〒747-0033　防府市上天神町1番29号
　・華林ホーム㈱　防府市石が口二丁目1-12
　　　→	〒747-0003　防府市牟礼柳10-5

3位　熊谷匡悦さん準優勝　平田幸賀さん

優勝　山野宏治さん
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新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　周南支部長　周南支部長　箱﨑 壽美枝箱﨑 壽美枝

新年明けましておめ
でとうございます。す
がすがしい新春を迎え
謹んでお慶びを申し上
げます。平素より協会
運営にはご理解・ご協
力を頂き深く感謝申し
上げます。
３年前より新型コロ
ナ感染症で各事業者、

普段の生活に大きな影響を受け色々制約を受けました
が、県、支部の運営は滞りなく実施できました。
突然飛び込んできたニュースはロシアがウクライナ
に向け攻略戦争勃発でした。世界中が唖然とし、人々
の生活は一瞬で悲しみにくれ各国民は平和、安寧を
願ったことでしょう。元首相の安倍晋三氏が凶弾に倒
れ、亡くなられた事実も未だ受け入れられません。又、

信じがたい暴力が横行し、弱い者に手を貸す日本社会
の相（すがた）は少しずつ消えつつあります。
本年の宅建協会の動向を見ますと、「ハトサポＢＢ」
は、会員支援サイト「ハトサポ」を通じて宅建協会会
員に提供する新たな不動産情報流通システムの総称で
す。システムの主軸を一般公開サイト「ハトマークサ
イト」から、会員間の不動産流通機能に移すとともに、
宅建協会会員の不動産業務デジタル化・ＤＸ化を入口
から出口まで一気通貫でサポートするための新たな不
動産情報流通システムです。ハトマーク会員のネット
ワークで新たなマーケットを盛り上げましょう。
宅建協会周南支部では様々な有益な情報提供、情報
交換をしつつ、会員とともに地元の活性化に協力し、
貢献事業に取り組み、今年こそコロナを乗り越え大き
く成長へ繋がる飛躍した年になりますよう会員一同願
うばかりです。

令和4年度　価格査定令和4年度　価格査定

周南支部 Shunan

日時：令和４年８月23日㈫ 13：30～　　場所：周南地域地場産業振興センター

令和４年８月23日、周南地域地場産業振興センターにお
いて、31名の方々に参加いただき、価格査定（標準事例地
全ての価格の見直し）を行いました。
Webサイト『ハトマークサイト山口』には、土地価格査
定書を手軽に作成できるように工夫されたシステムがあり
ます。価格根拠を示すに相応しい書類が簡単に作成できる、
とても便利なサイトです。この度のような標準事例地の価
格の見直しを、毎年行うことにより、常に実勢価格に沿っ
た査定書作成ができるようになっております。信頼できる
価格根拠を維持することで、ますます利用が増えることを
期待しております。
ご参加いただいた会員の皆様には、標準事例地数がとて
も多く、また、査定価格の偏りを無くすための手間もあり、
長時間にわたり大変なご負担をおかけしました。更には、
新型コロナウイルス感染防止対策のこともあり、こまめな
消毒や換気などにも積極的にご協力頂きました。
大変有難うございました。深く感謝申し上げます。

業務委員　岡村 英之
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日時：令和４年11月８日㈫～11月10日㈭　　旅行先：沖縄

総務委員　長谷川 美佳

ゴルフ組は朝早くからゴ
ルフ場へ、観光組は待望の
「美ら海水族館」に向け、レッ

ツゴーの掛け声と共に出発。移動のバス
の中から見える海の美しさに感激して
いるうちに到着。巨大アクリルパネル
の大水槽を泳ぐジンベイザメやエイの
雄大さに魅了され、飼育世界最長記録
（推定47歳）のイルカ“オキちゃん”を中
心としたイルカショーを見て、その頑
張る姿に大感動、興奮冷めやらぬうち
に、沖縄地料理（昼食）に舌鼓を打って
いると、雨が降り始めてきました。今
回最大イベントである「比謝川リバーカ
ヤック」の体験が次に控えていて、雨な
ら中止だよねぇと中止を期待しつつ、比謝川に到着。雨でも決行の声に促さ
れ、カッパとライフジャケットを装着、漕ぎ方の指導を受け、“レッツゴー”
の掛け声と共に男女ペアでカヤックに乗り込みいざ出陣！マングローブに群
生している植物の説明を聞きながら、左・右とパドルを操作して思い切り大
自然を楽しむことができました。終わってみれば天候にこそ恵まれませんで
したが、体験して良かった、楽しかったとバスの中は、笑顔で溢れていました。	

令和４年宅建協会周南支部　親睦旅行令和４年宅建協会周南支部　親睦旅行

３年ぶりの宅建協会親睦旅行。３年ぶりの宅建協会親睦旅行。
11月８日～10日の２泊３日のスケジュールで、「ハイサイ沖縄！」に行って参りました。11月８日～10日の２泊３日のスケジュールで、「ハイサイ沖縄！」に行って参りました。

新入会員のご紹介
株式会社アークハウス
代表取締役社長　竹之内	早苗

この度、入会させていただきました、㈱アークハウス社長の竹之内
早苗と申します。
弊社では「日本住を、愉快に」を合言葉に、「もっと自由に、もっと
個性的に、もっと経済的に」お客様の理想にフィットする住まいをご
提案するため、新たに、リノベーションを中心としてこの地に開業い
たしました。
不動産の健全な流通と取引、そして発展のために、これまで以上の
真摯な努力をして参りたいと思いますので、諸先輩方のご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

周南市二番町２丁目14
TEL	0834-34-8870　FAX	0834-34-8873
山口県知事⑴第3789号

会 員 の う ご き
○新規入会（正会員）
　㈱アークハウス
　　代表者　　　竹之内早苗
　　専任取引士　北嶋徳哉
　㈱CRASUM
　　代表者・専任取引士　田中愛未

○代表者変更
　㈱ファーストホーム周南店
　　中村幸一	→	勝屋賢二

○専任取引士増員
　㈱ファーストホーム周南店
　　細田隆志

2022年親睦旅行in沖縄

徳山駅新幹線口に集合。新幹線→地下鉄→飛行機（搭
乗を待つ間にお弁当をぺろり。中々の味に気分上々！）
→そして11時過ぎに「那覇空港」に到着！めんそーれ！

早速大型バスに乗り込み、ゴルフ場へ。ゴルフ組と一時お別れ
をし、私達観光組は沖縄の魅力が全て詰まった「おきなわワール
ド」に直行。そこではサンゴから生まれた“玉泉洞”を歩き、ショー
を見物。沖縄の伝統に触れ、旅行の醍醐味である、「昼からビール
＆スイーツ」を堪能し、その後皆で国際通りを散策。
夕食はゴルフ組と合流し、美味しい琉球料理や琉球舞踊を楽し
むと共に、ゴルフ結果発表に大盛り上が
りをして初日の幕を閉じました。

1日目

朝から雨。雨の中沖縄のシンボルであり、火災か
ら復興に向けて始動している「首里城公園」に皆で行
きました。そして2026年の正殿復元を願う気持ちと
共に沖縄に別れを告げ帰路につきました。
雨続きではありましたが、それでも沖縄の夜空で『皆既月食』を
見ることが出来ました。
初めての参加という不安な気持ちの中、色々な場面で温かい気
遣いを頂きながら、楽しい経験が出来たことを、本当に感謝しずっ
と記憶に留めておこうと思います。

最終日

2日目
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岩国支部 Iwakuni

新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　岩国支部長　岩国支部長　塩田 博志塩田 博志

新年あけましておめで
とうございます。
会員の皆様におかれま
しては、多くの抱負や希
望を抱き、清々しい新春
を迎えられたこととお喜
び申し上げます。
また平素より協会県本
部並びに岩国支部運営に
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２月ロシアによるウクライナへの侵攻で戦争が始
まりました。北朝鮮はミサイル実験を頻発し、日本の上
空を通過したものもありました。
円安　ウッドショック、半導体不足などが絡み合い、
様々な物価やエネルギー、そして我々の業界にきわめて
大きな影響を及ぼす建築関連資材や住宅価格全体が上昇。
経済の不安定要素や物価上昇に伴う生活費の減少、様々
な要因で不動産流通市場に少なからず影響が出てきてい
ます。
いつも前年を振り返りながらこの挨拶を考えるのです
が、残念ながら令和４年は明るい話題の少ない一年だっ
たように思います。一日も早く平穏な日常が戻ることを
心より願うばかりです。
さて本年の不動産業界、いわゆる2023年問題と呼ばれ
てきた当年となりました。日本の世帯数がピークを迎え
今年を境に減少に転じると予想されてきた年、単身高齢
者や核家族化で増加してきた世帯数がいよいよ減り始め
るわけです。このことは今後の業界にとって大変大きな
影響があるものと考えられます。社会問題となっている
空き家対策に法律の改正も進み、相続登記の義務化も始

まります。人口と世帯数が減少する中、休眠不動産が今
後徐々に動き出し始めるのではないでしょうか。街や環
境がより良い方向に組み変わっていくためには、我々宅
建業者が社会に果たす役割が極めて重要なものになって
いくのは間違いないと思います。
そんな社会的役割をしっかりサポートするためと言う
と大袈裟ですが、昨年の９月には全宅連『ハトサポBB』が
本格運用開始となりました。ハトサポBBに入力された物
件情報は、『レインズ』はもちろん、『SUUMO』や『アット
ホーム』など大手ポータルへのデータ出稿が可能です。さ
らにWeb契約書作成ツールや電子契約システムの『ハトサ
ポサイン』との連携も整いました。一度の入力で実務に必
要なほぼすべてを網羅した完成度の高いシステムですの
で、どんどん利用していただきトラブルのない安全な取
引を目指していただきたいと思います。
新型コロナウイルスが私たちの生活に大きな影響を与
え続けていますが、わずかながら出口の光が見え始めて
きたようにも感じております。
明るいニュースもありました。令和２年には開催中止
だった夏の甲子園、令和３年は無観客、そして昨年の夏
は３年ぶりに有観客で開催されました。山口県代表とし
て出場した下関国際高校が選手達の素晴らしい活躍で準
優勝。勇気と感動を与えてくれました。今年も山口県勢
に是非頑張ってほしいものです。
本年の干支は『癸（みずのと）卯（う）年』
「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった
縁起のよい意味合いがあるそうです。ウサギにあやかり
大きく飛躍する一年になってほしいものです。
結びに、本年に明るい話題が多いことと、そして皆様
にとって実り多き一年となりますことを心よりお祈りし、
新年のご挨拶とさせていただきます。

法務委員　髙嶋 一憲
岩国市では、市や地域の活性化につながる魅力あるお祭りとして毎年「岩国祭」
が開催され、市内外の多くの方に楽しみ親しまれてきましたが、コロナ禍におい
て過去２年間は中止を余儀なくされておりました。しかし昨年は10月16日に「第
66回岩国祭」として３年ぶりに開催することができました。
感染症対策を講じつつ規模も縮小ではありましたがお天気にも恵まれ、約３万
人のご来場があり、久しぶりに元気な岩国の姿を感じることができた一日となり
ました。
お祭りの締めにはステージからの餅まきが行われ、大いに盛り上がりました。
これからも岩国が元気になるイベントが少しずつでも開催されることを願っ
ております。

第66回岩国祭第66回岩国祭
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法務委員長　長島 友愛

錦帯橋の花火錦帯橋の花火

岩国市の夏の風物詩といえば、われらが誇る錦帯橋たも
とで打ち上げられる花火と鵜飼です。
コロナ感染症が流行するまでは、毎年約6,000発の花火が
岩国の夜空を彩っていました。しかしながら日本各地のお
祭りが中止や延期となる中、岩国もご多分に漏れず中止と
いう判断をしてきました。
しかし、岩国はこのままでは終わりません、昨年は花火
の玉を小さく、そして、打ち上げる日にちも分散すること
で人の密集を回避する試みをいたしました。これから、ど
のようなスタイルに変化していくかわかりませんが、皆様
に楽しいひと時をお届けできるよう、岩国は進化し続けま
す。そして今年は錦帯橋創建350年の記念の年です。『錦帯
橋を世界遺産
に』の思いを胸
に岩国の熱い１
年が始まりま
す！今年の夏
も、創建350年
を迎える錦帯橋
を見に岩国へお
越しください！

総務委員長　坂井 幸栄
岩国釣り同好会

11月26日㈬、毎月一度の岩国釣り同好会が行われ、
今回は２人初参加で内一人は初心者、計７人が岩国港
から乗船。今回のターゲットは、ハマチやヒラメといっ
た大物である。
ここからは少々、釣りをする人、しない人を問わず
魚釣りについて紹介しますと、魚といっても様々な魚
種が存在し、どんな魚をターゲットにするかで、釣竿・
リール・仕掛けが違ってくる。馴染みあるタイという
魚だけ挙げても堤防や磯、船で仕掛けが異なり、竿の
長さや硬さ、リールの種類、リールに巻いている糸（道
糸）の太さも異なる。また、日本近海に○○ダイと呼
ばれる魚が350種近いるのも驚きだ。自分がどんな魚
を追い求めたいのかを明確にし、その道具を手に海や
川と対峙する。今や釣りは、老若男女問わず時代の流
行ともなるよう釣り具メーカーが世間に新たなニーズ
の提案を仕掛ける。テレビはもとよりYouTubeでの投
稿、「カッコイイ」「楽しい」「嬉しい」が画面を通して伝
わってくる。何といっても魚との駆け引きというスリ
ル感など、釣りはワクワクが止まらない。ついつい前
置きが……。
では、今回の釣行ですが、サビキ針でイワシを釣り、

その掛けたイワシでハマチやヒラメを釣る。初心者で
も大物を仕留めることのできる落とし込み釣りといわ
れる仕掛けで狙った。ビギナーズラックでヒラメ２枚、
それも70㎝を超える大物をゲットされた初参加の方、
何といってもハマチは勿論、ヒラメ、カンパチ、マゴチ、
サワラ、カサゴといった色んな魚を釣った同好会の幹
事後継者が凄かった。また、参加された皆さんの真剣
さと釣れた時の笑顔・笑顔が溢れる釣果となりました。
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柳井支部 Yanai

新年のごあいさつ　　新年のごあいさつ　　柳井支部長　柳井支部長　主計 龍雄主計 龍雄

新年あけましておめ
でとうございます。
皆様には、清々しい
新年をお迎えのことお
慶び申し上げます。
また、平素より、支
部の運営、事業等にご
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、会員に対する様々なサービスを
おこなってきた結果、令和４年11月現在で、約6,600社
に迫る勢いで会員が増えています。もちろん全国で最
大数の賃貸不動産管理業者が所属する団体です。山口
県に於いても少しずつですが会員が増えています。宅
建協会会員の約10％が全宅管理に入会している状況で
す。しかし、全宅管理のことをよく知らない会員もい
るため少し紹介したいと思います。まず、入会金なし

（一応期間限定ですが続くと思われます）、会費24,000
円（年間）です。サービス商品には、賃貸不動産関係
書式提供（個人的には重宝しています）、顧問弁護士に
よる無料相談、会員研修、最新法令改正情報、保険、
間取り等ソフト、賃貸管理ソフト、夜間・休日サポー
ト等（まだ沢山あります）、この様なサービスが年間
24,000円で受けることが出来ます、安いと思いません
か。詳しくは全宅管理のホームページを見てください。
昨年も申しましたが、柳井支部の課題である会員減
少ですが改善の見込みは難しい状況です。昨年も入会
０でした、退会は数社、この状況が続けば存続は厳し
い思われます。いずれ来る「存続」か「合併」について
皆様と真剣に考えていきたいと思います。
2023年度の不動産業界がどのようになるかは分かり
ませんが、会員の為に出来る限りのことをしていきた
いと思います。引き続きご協力お願い申し上げます。
結びに、本年が皆様にとりまして、実り多き年にな
りますようにご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて
頂きます。

令和４年度第１回支部研修会令和４年度第１回支部研修会
令和４年９月26日㈪午後２時より柳井市文化福祉会館に
おいて令和４年度第１回支部研修会が開催されました。当
日は18名の方が出席されました。
初めに柳井地区広域消防本部予防課の本井靖夫氏、吉野
健大氏より「旧規格消火器の交換について」ご説明頂きま
した。適応火災のマークが「文字表示」の消火器は2022年よ
り消火器として認められておりません。老朽消火器による
破裂事故が発生していますので早急に新規格消火器への交
換をお願いします。

続いて第２講は「ハトサポＢＢへの移行について」業務
委員長	塩田	博志氏にお越し頂き、来春ハトサポＢＢへ完
全移行するまでの現況を詳しくご説明頂きました。この度、
ＩＴ専門小委員会も発足され、ＩＴ関連の操作方法等のご
相談ができるようになりましたのでご不明な点はお気軽に
お問い合わせ下さい。会員間流通の強化・活性化に優れた
システムですので多くの皆様にご利用いただきたいと思い
ます。
ご出席された18名の皆様大変お疲れ様でした。

0123456789ABCDEF
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2022 年 11月リリース !

電子契約システム

安い 簡単 安心

利用料が圧倒的に安い !

導入企業数No.1 の GMOサインとシステム連携！
安心して利用できる電子契約システム

操作が簡単！

宅建協会会員限定の特別価格で利用可能 直感的な操作で簡単！使いやすい！

月額基本料金ゼロ !
使った分だけ利用料を
支払う従量課金制！

詳しくは裏面へ

宅建業法が改正され不動産取引で電子契約が解禁！
ハトサポサインが賃貸借・売買などの電子契約をサポート

「ハトサポサイン」は、全宅連が会員業務支援サイト「ハトサポ」で提供する
電子契約システムで、賃貸借や売買などの契約書類のやり取りを電子化するサービスです。

ハトサポサインは会員業務支援サイト「ハトサポ」からご利用いただけます。

ハトサポ 検索

検索またはQRコードを読み込んで
アクセスしてください

安い

安心

簡単
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ハトサポサインで契約書類の脱ハンコ・ペーパーレス化を実現
ハトサポサインとは

2022 年 5月 18日に宅建業法が改正され、これまで紙の書面の交付が必須だった重要事項説明や契約書が電子書
面でも可能となりました。これにより、宅建業者が関与する不動産取引における電子契約が解禁され、脱ハンコ・
ペーパーレス化の要件が整備されたことになります。
※宅建業法の改正にともなう書面の電子化につき、国土交通省では「重要事項説明書等の電磁的方法による提供
及びＩＴを活用した重要事項説明　実施マニュアル」を公表していますので、電子契約を行う際には、必ず同マニュ
アルや関係法令等をご確認ください。

■宅建業法の改正について

ハトサポサインとは、全宅連が、会員業務支援サイト「ハトサポ」で提供する電子契約システムです。
2022年 5月に宅建業法が改正され、不動産取引でも電子契約が解禁されましたが、全宅連が、GMOグローバル
サイン・ホールディングス株式会社の電子契約システム「GMOサイン」とシステム連携し、宅建協会会員限定で
ご提供するのがハトサポサインです。
ハトサポサインなら、これまで紙で行ってきた重説や契約書をはじめとした契約書類のやり取りを、簡単・安価に
電子化することができます。

月額基本料金はなし。
電子契約の利用数に応じて課金される従量課金のため、
費用を抑えて始めることができます。

利用料について

初期費用 月額基本料2,000円
(税込 2,200 円 )

利用料

事前購入型チケット方式

1枚 250円 (税込 275円 )
※最低購入数は 10枚以上 (有効期限なし )

または、

ハトサポサイン　ご利用までの流れ
ハトサポ TOP内 [ ハトサポサイン ]バナーをクリック サービス・費用の説明画面から、費用支払い画面へ

ハトサポサイン支払手続き画面へ 初期費用支払い・チケットを購入

決済方法はクレジット払い
又はコンビニ払いが選べます
支払可能クレジットカード会社
・VISA
・Master Card
・JCB
・AMEX
・DINERS

支払可能コンビニ
・セブンイレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・セイコーマート

なし

「ハトサポサイン」は
会員業務支援サイト「ハトサポ」で提供！

❶ ❷

❸

❺

❹

内容を確認したら
下の青いボタン

[お支払いはこちら ]
をクリック

ハトサポサインの
[申込・支払手続 ]の
赤いボタンを
クリック

[電子契約を新規作成 ]
の赤いボタンを
クリックして開始

決済が完了すれば利用開始

ご自身で作成した契約書の PDFデータをアップロードして利用！
※詳しくは使い方ガイドをご覧ください。
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取引士の皆様へ

宅地建物取引士法定講習会受講に関するお願い
本会、（公社）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（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。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。

５５年に年に

１１度の度の
法定講習は
山口県宅建協会で受講しましょう！

今後の（公社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程

■日　　　時：令和５年２月14日㈫
■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５年６月15日から令和５年８月13日までの更新の方
■案内発送日：令和４年12月16日㈮
■申込み期間：令和５年１月12日㈭から１月20日㈮

■日　　　時：令和５年４月11日㈫
■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５年８月14日から令和５年10月10日までの更新の方
■案内発送日：令和５年２月16日㈭
■申込み期間：令和５年３月９日㈭から３月17日㈮

※	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。

（公社）山口県宅地建物取引業協会　TEL 083−973−7111お問い合わせ先
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hoken@associa-insurance.com
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

1 岩国 （７）２４８６ サンリブ地所 柴田　光雄

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

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
入　　会

1 宇部 （1）3786 ㈱清 内山　智将

2 宇部 （1）3788 正司不動産 正司　直樹

3 周南 （1）3789 ㈱アークハウス 竹之内早苗

4 防府 （1）3791 Land	arc㈱ 末富　友子

5 宇部 （1）3790 富士運輸㈱ 阿部　悦雄

6 宇部 大臣（1）9855 ジャッジ㈱山口宇部店 村上　竜男

7 周南 （1）3793 ㈱CRASUM 田中　愛未

8 山口 （1）3792 （同）the	PLACE 清水　心平

9 岩国 （1）3795 ㈱中谷工務店 中谷　泰周

10 山口 （1）3794 ㈱YM-ONE 弘中　光生

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
免許換え

1 下関

理由：県→大臣

窪薗　誠也旧 （1）3608
㈱ＺＯＮ

新 大（1）10261

退　　会

1 宇部 （8）2145 ㈲西原産業 西原　武雄

2 下関 （10）1843 もりなが不動産 守永　瑤子

3 山口 大臣（1）9501 田村ビルズ㈱山口大学前店 佐々木亮二

4 下関 （13）853 ㈱新ホーム 三喜田修一

5 周南 （12）1433 ㈲中国地研 井上　敏昭

入 退 会 等

協 会 の 動 き
９月

５ 月 第１回山口県不動産研修会 於 KDDI維新
ホール他 出席者196名

８ 木 全宅保証第２回苦情解決・研修
業務委員会 於 WEB 尾村

13 火 第３回業務委員会 於 会館 出席者９名

20 火 第３回法務委員会 於 会館 出席者11名

10月

４ 火 第４回宅建士法定講習会 於 会館 徳海

６ 木 宅建試験監督員・本部員説明会 於 会館 出席者92名

16 日 宅建試験 於
防府、
山口、
下関

出席者94名

24 月

第３回常務理事会 於 会館 出席者７名

第５回理事会 於 会館 出席者24名

第２回宅建試験責任者会議 於 会館 出席者８名

31 月
全宅管理第２回業務企画委員会 於 WEB 主計

第４回総務委員会 於 会館 出席者11名

11月

１ 火 第１回意見交換会（美祢エリア） 於 美祢 事務局

７ 月 新規免許業者研修会 於 会館 出席者34名

14 月 中間監査 於 会館 出席者８名

16 水 ゴルフコンペ 於 和木 出席者52名

17 木 全宅連第２回常務理事会 於 東京 尾村

21 月 部落解放・人権確立をめざす県
民のつどい 於 山口 上田

22 火 第４回業務委員会 於 会館 出席者９名

28 月 全宅連・全宅保証第４回理事会 於 東京 尾村
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岩国支部お薦めシリーズ 82

岩国支部　総務委員　大藤哲也

　この記事の資料を集める為にネット
サーフィンをしていると、「仕事がデキ
る一流の人は押しなべて週末の過ごし

方もうまい」という広告バナーが出てきました。
　開業から約２年間家庭を顧みず、一日も休むことな
く働いて参りました。これを機に週末の過ごし方を考え
直そうと思いました。
　わたしのことはさておき、写真の【岩国錦帯橋空港】
ですが、2022年で開港10周年を迎えました。
　岩国での民間空港のスタートは大戦後の1951年に
国際飛行場に指定されたことに始まります。当時は、羽
田空港とともに２箇所しかない国際空港でした。
　長い定期便休止の期間を経て、2002年12月13日、
日本で２番目の軍民共用空港として開港し、羽田便・沖
縄便共に現在、ビジネス・観光の両面での顧客取り込
みに大きく貢献しています。

　県内から高速道路を利用した車でのアクセスも良
く、約850台の駐車場を完備、駐車場の利用料は５日
間無料となっていますのでこの記事を見た皆様も先ず
は一度、試しにご利用いただき、利便性の良さを感じて
いただけると幸せに思います。
　さて、物価の上昇が止まりません。我々の業界も他人
事ではなく、まさに建築費上昇の真っ只中であります。
この宅建やまぐちが発行される頃には、不動産市況が
どのようになっていますでしょうか。金利が上昇し、企
業や個人の消費が低迷し、景気の過熱が抑えられてし
まっているのでしょうか。
　不安で毎日眠れません。というほどではありません
が、一刻も早く賃金の上昇がインフレに追いつき不動
産市況がより活性化され、会員の皆様と一緒に楽しく
お仕事ができることを心より祈っています。

■空港の愛称：岩国錦帯橋空港
平成22年12月、公募で愛称決定、正式名称は、「岩国飛行場」

■空港の種別：共用空港
米軍基地の滑走路を利用、他の米軍との共用空港は「三沢空港」がある。

■空港の沿革
民間空港の実績

時事雑想

岩国錦帯橋空港

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

T E L 　（083）973‒7111　F A X  （083）973‒7522
E-mail　 info@ymg-takken.or.jp
発行人　 会長　尾　村　成　一
編集人　 法務委員長　上　田　清　侍

昭和26年 国際飛行場に指定される（岩国飛行場と呼称）
昭和27年４月 日本航空㈱が岩国空港就航式
昭和27年５月 日本航空㈱が国内航空幹線の中継寄港
昭和27年６月 羽田とともにわが国で２か所の国際空港

昭和29年11月 日本航空㈱が岩国便を休止
昭和36年 広島空港供用開始

平成24年12月13日 日本で２番目の軍民共用空港として開港
平成25年12月３日 開港初年度の需要予測35万人を達成
平成27年９月24日 空港利用者100万人を達成

昭和29年３月 極東航空㈱（現全日本空輸㈱と合併）が大阪～
岩国 定期便就航開始

昭和36年５月 ㈱日本エアシステム（旧東亜国内航空）岩国飛行
場一時使用

昭和39年12月 民間航空路線の変更以後、定期便は就航してい
ない
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