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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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会長　尾村　成一

全宅連・全宅保証 令和４年度定時総会

全宅連・全宅保証の令和４年度の定時総会が、令和４
年６月28日東京・ホテルニューオータニにおきまして開
催されました。

13：00より斉藤国土交通大臣を来賓にお迎えし、公益
社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の令和４年度定
時総会（第58回総会）が開催されました。坂本会長が挨
拶の中で、この春NHKで放送されたドラマ「正直不動産」
に触れ、「消費者にまっすぐ向き合う主人公の姿は全宅連
の掲げる「ハトマークグループ・ビジョン」に通ずるも
のがある。カスタマーファーストを念頭に衣食住の一翼
を担う信頼産業としての地位を確立していく所存」と述
べました。

来賓の斉藤国土交通大臣が「コロナ禍で、国民の生活
や経済活動を支える、住まいの場や、働く場を提供する
不動産業には、一層大きな役割を果たすことが期待され
ている。国土交通省としても必要な施策の推進に努めて
いく」との挨拶がありました。

その後、議事に入り、令和３年度の事業報告、令和４
年度の事業計画・収支予算の報告後、令和３年度決算、
任期満了に伴う理事・監事の選任がいずれも原案通り承
認されました。

引き続き15：50より国土交通省不動産・建設経済局不
動産業課長　井崎信也様を来賓にお迎えし、公益社団法
人全国宅地建物取引業保証協会の令和４年度定時総会

（第50回総会）が開催されました。坂本会長の挨拶・井崎
不動産課長の祝辞の後、令和３年度の事業報告・決算報
告、令和４年度の事業計画・収支予算の報告のほか、定
款の一部変更、理事・監事の選任が承認されました。

両団体とも、総会終了後に開催されました理事会にお
いて、坂本久氏が会長に再任（３期目）されました。

斉藤国土交通大臣

全宅連　坂本会長
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開催日：令和４年６月17日㈮午後４時～　　会場：岡山県「ホテルグランヴィア岡山」
出席者：（公社）山口県宅地建物取引業協会から16名出席

中国地区不動産公正取引協議会
第43回定期総会

専務理事・業務委員長　塩田　博志

令和４年度
（公社）西日本不動産流通機構定時総会

６月17日㈮中国地区公正取引協議会定期総会が、今年
は岡山県で開催されました。

総会は会長の挨拶、議長就任等で開始され、議事次第
に沿って順調に進行していきました。

議事の内、第１号議案である「令和３年度事業報告承
認の件」、第２号議案「令和３年度収支決算報告承認の
件」、第３号議案「令和４年度事業計画（案）承認の件」、
第４号議案「令和４年度収支予算（案）承認の件」、第５
号議案「役員等改選の件」は、監査報告を含めて満場一
致で承認されました。

さる令和４年６月20日㈪、広島市のホテルグランヴィ
ア広島にて、令和４年度　公益社団法人西日本不動産流
通機構　定時総会が、開催されました。

清水会長（徳島宅建）の挨拶では国交省による不動産
ID番号化の説明などがあり、業界のDX推進を強く感じ
ました。

総会成立宣言の後、知念理事（沖縄宅建）より事業報
告が行われ、レインズ統合当初は若干の混乱があったが、
４か月経過した現在は安定推移していること。また統合
後のレインズの一層の機能向上、取引市場の一層の透明
化と活性化のための取り組みを推進した旨の報告がなさ
れました。

議題に移り、第１号議案、令和３年度収支決算につい
て異議なく可決承認。続く第２号議案として、我々山口
県宅建協会と熊本県宅建協会が一般社団から公益社団へ

最後に、第６号議案として、次回第44回定期総会開催
県は島根県であることが報告され、了承されました。

今回の総会での役員改選で、当協会から、３名の理事、
１名の監事、10名の代議員が選任されました。

尾村会長は当協議会の副会長に就任しました。
又、上原理事並びに清水理事に長年にわたる労をねぎ

らった感謝状が贈呈されました
以上の内容で、定刻どおり無事定期総会は終了致しま

した。

移行したことに伴う、正会員規則の名簿記載内容の変更
が承認されました。第３号議案では広島宅建の津村理事
をはじめ今年度をもって８名の理事が退任されることに
なり、それに伴う役員の選任が提案され、新たな８名が
新任理事として承認されたことをもって定時総会は滞り
なく閉会となりました。

引き続き行われた理事会において、新任理事の中から、
新会長として三上理事（長崎宅建）、副会長として木田理
事（宮崎宅建）、矢間理事（高知宅建）、伊藤理事（全日福
岡）の３名が選任されました。また山口宅建の尾村会長
も専務理事という重職に就かれたことを合わせてご報告
しておきます。

最後に退任される８名の理事への感謝状贈呈をもって
すべての行事が無事終了となりました。

4

宅建やまぐち
TAKKEN  YAMAGUCHI



開催日：令和４年７月19日㈫　　会場：山口市「KDDI維新ホール」
出席者：山口県宅地建物取引業協会から８名出席

令和４年度 山口県居住支援協議会 総会

第１講
　誰ひとり取り残さない居住支援の在り方 ～全ての人に「住まい」を～
　　　中国地方整備局　建政部　都市・住宅整備課　住宅・宅地係 山際　由征　様
　　　中国四国厚生局　健康福祉部　地域包括ケア推進課　地域包括ケア推進官 吉原　貞典　様
　　　中国地方更生保護委員会　調整指導官 小山　亮平　様
　　　中国地方更生保護委員会　山口保護観察所　統括保護観察官 木村　　均　様

第２講
　山口県住宅マスタープランについて
　　　山口県　土木建築部住宅課　民間住宅支援班　班長 吉武　美和　様

第３講
　安心の地域づくりは住まいから ～居住支援の意義と実践、体制構築について
　　　一般財団法人　高齢者住宅財団　企画部長 落合　明美　様

令和４年７月19日㈫、KDDI維新ホールに
て山口県居住支援協議会総会が開催されま
した。

同総会議事では、第１号議案の山口県居
住支援協議会会則（改正案）から始まり、第
２号議案の令和３年度事業報告と続きまし
て、第３号議案の令和３年度収支決算報告
及び監査報告、第４号議案の令和４年度事
業計画（案）、第５号議案の令和４年度収支
予算（案）とプログラムに沿って進められ、
いずれもが原案どおり多数決により承認可決
され、総会は定刻どおり無事終了致しました。

開催日：令和４年７月19日㈫　　会場：山口市「KDDI維新ホール」

山口県居住支援協議会セミナー開催

令和４年７月19日㈫、KDDI維新ホールに
て山口県居住支援協議会総会に引き続いて、
居住支援活動への理解を深めるためのセミ
ナーが会場とオンラインのハイブリッド形
式により開催されました。

セミナーでは、居住支援に関する制度の
概要、山口県住宅マスタープランの概要、
居住支援の現状と他県の居住支援活動につ
いての講演が行われました。各講師による
講演内容は以下のとおりです。

5

宅建やまぐち
TAKKEN  YAMAGUCHI



総務委員　兼子　照章

令和４年度　第１回不動産開業支援セミナー開催

エスポルト不動産㈱
藤井社長

TANAKA不動産㈱
田中社長

日本政策金融公庫
上農課長

令和４年７月13日㈬、山口県不動産会館におきまして、
令和４年度の第１回不動産開業支援セミナーを開催いた
しました。毎年当セミナー参加者から新規開業者も生ま
れており、総務委員会の入会促進事業の要として、力を
いれている行事のひとつです。

今回も不動産業の経験の有無に関わらず一般の方の応
募を募り、県内各地より10名の方が参加されました。

第１部ではハトマークグループの紹介動画を視聴、第
２部では「宅建協会及び全宅管理入会のメリット」につ
いて、主計副会長と塩田業務委員長から講義いただきま
した。

第３部は不動産開業までの流れを入会のパンフレット
と共に事務局の岡田職員より説明いただき、第４部では
実際の体験談として、エスポルト不動産株式会社　藤井
一久氏、TANAKA不動産株式会社　田中義治氏より、
自身の開業当初の思いや苦労されたこと等をお話しいた
だきました。

第５部では日本政策金融公庫の上農敦史氏より、開業
資金と融資制度についてのご説明を頂きました。

セミナー終了後の希望者による個別相談会では、総務
委員及び日本政策金融公庫様が対応され、大変熱心にご
質問をされていました。

引き続き開業をお考えの方のお役に立ち、宅建協会へ
の入会促進に繋がるよう、より充実したセミナーにして
いきたいと思います。

開催日：令和４年８月24日㈬　　会場：山口県不動産会館　　受講者：31名

令和４年度　賃貸不動産経営管理士講習　開催

令和４年８月24日㈬、山口県不動産会館３階研修ホール
において、賃貸不動産経営管理士講習を開催いたしました。

この講習は、賃貸管理業務に必要な専門知識の修得と、
実務能力を高めるための講習です。

また、11月に行われる「賃貸不動産経営管理士試験」
を受験する場合は、一定の知識を修得した者である証と
して、出題50問中、５問が免除されます。

賃貸不動産経営管理士は、一般社団法人賃貸不動産経
営管理士協議会が認定する資格で、賃貸住宅の管理に関
する唯一の制度である国土交通省告示「賃貸住宅管理業

者登録制度」において重要な役割を付与されており、国
家資格となりました。

今年度の講習も、新型コロナウイルス感染防止の対策
として、受付時の検温、アルコール消毒と、常時換気、
マスク着用等の対策を講じた上、受講者定員を半数の募
集で開催いたしました。

今回、山口会場で受講された31名の皆様、長時間大変
お疲れ様でした。

11月20日㈰の「賃貸不動産経営管理士試験」を受験さ
れる方は、合格を目指して頑張ってください。
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法務委員長　上田　清侍

不動産無料相談所相談員研修会

くしくも、夏の甲子園　山口県代表の下関国際高等学
校の決勝戦と同時刻に始まったこの研修。

相談員の皆様には、ご多忙の中多数ご参加をいただき、
誠にありがとうございました。

また、日頃より不動産無料相談所　相談員業務に多大
なるお力添えを賜っておりますことに、重ねて御礼申し
上げます。

相談業務は、「消費者と宅建協会を繋ぐ架け橋」を目的
として行われており、各支部の相談員、そして事務局員
の皆様のご協力おかげで成り立っています。

本年度初めて相談員になられた方も多くいらっしゃい
ましので、今回の研修は、DVDの視聴に加えて、私なり
の「解説」を追加させていただきました。

解説は、相談業務において最も重要である、「相談業務
の全体の流れと組織の把握」「実際の相談業務における注

意事項」を中心に、私の経験も踏まえながらお伝えさせ
ていただきました。長年相談業務に従事していただいて
いる皆様にも、再度基本をご確認いただき、今後の業務
に活かしていただけましたら幸いです。

また、一般消費者からの相談業務の内容は多岐にわた
り、そして相談員の皆様の対応方法もケースバイケース
となります。その中で、対応方法に困られることや、業
務において改善すべき点を感じることがあるかもしれま
せん。

今回の研修だけでなく、今後も各支部で行われる相談
業務が円滑に進むように、出向していただいている法務
委員会の皆様を通じて、相談業務における問題点の共有
と解決を行ってまいります。

２年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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不動産の表示に関する公正競争規約及び
同施行規則の改正について

１ 　物件から、駅や商業施設等までの所要時
間や道路距離を記載する場合において、

　⑴ 　マンションやアパートについては、
「建物の出入り口を起点」とすることを
明文化します（規則第９条第７号）。

　⑵ 　販売戸数（区画数）が２以上の分譲物
件においては、最も近い区画までの表示
のみで可としていましたが、最も遠い住
戸（区画）までの所要時間等を併記する
ことを追加します（規則第９条第８号）。

２　電車等の所要時間について、
　⑴ 　「平常時の所要時間を著しく超えると

きは通勤時の所要時間を明示すること」
と規定していますが、これを「朝の通勤
ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時
の所要時間をその旨を明示して併記でき
る」に変更します（規則第９条第４号の
ウ）。

　⑵ 　「乗換えを要するときは、その旨を明
示すること」と規定していますが、これ
を「乗換えを要するときは、その旨を明

「不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）」及び「表示規約施行規則」の改正案について、公
正取引委員会及び消費者庁の認定・承認を受け（規約：2022年２月21日認定、規則：同月18日承認）、
いずれも2022年９月１日に施行されました。

主な改正点をご確認のうえ、適正な広告表示を行っていただきますようお願い申し上げます。

※ 新旧対照表は不動産公正取引協議会連合会のホームページをご参照下さい。
　https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/

示し、所要時間に乗換えに概ね要する時
間を含めること。」に変更します（規則第
９条第４号のエ）。

　　※ 　この時間を算出する際には、イン
ターネットの乗換案内サイトをご利用
いただいて構いません。

３ 　必要な表示事項を定めた別表（１から
10）について、

　⑴ 　別表１から別表10の交通の利便につい
て、利用できる公共交通機関がない場合
には、記載しないことができる旨を追加
します（従来は、最寄駅等からの道路距
離を表示）。

　⑵ 　別表４から別表７のインターネット広
告に「引渡し可能年月」を追加します。

　⑶ 　別表８及び別表９のインターネット広
告に「入居可能時期」を追加します。

　⑷ 　別表１、別表４及び別表６のインター
ネット広告に「取引条件の有効期限」を
追加します。

　⑸ 　別表３、別表５及び別表７から別表10

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点
（参照している規約及び規則の条項は、改正後の条項です）

施行日：規約、規則ともに2022年９月１日
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のインターネット広告に「所属団体名及
び公正取引協議会加盟事業者である旨」
を追加します。

　⑹ 　別表６に「管理員の勤務形態」を追加
します。

　⑺ 　別表７の「管理方式（管理人の勤務形
態。自主管理の場合はその旨）」を「管理
形態及び管理員の勤務形態」に変更しま
す。

４ 　物件種別に「一棟リノベーションマン
ション」を新設（規則第３条第11号）する
とともに、予告広告やシリーズ広告が実
施できる物件に「一棟リノベーションマン
ション」を追加（規約第４条第６項第３号・
第５号）します。

　 　また、必要な表示事項を定めた一覧表
（規則第４条）のうち、別表６に「一棟リノ
ベーションマンション」を追加し、一棟リ
ノベーションマンションを広告する際の必
要な表示事項を追加します。

５ 　物件種別に「一棟売りマンション・ア
パート」を新設（規則第３条第17号）しま
す。

　 　また、必要な表示事項を定めた一覧表
（規則第４条）のうち、別表５に「一棟売り
マンション・アパート」を追加し、一棟売
りマンション・アパートを広告する際の必
要な表示事項を追加します。

６ 　予告広告を実施した後に行う必要がある
「本広告」は、予告広告と同一媒体・同一
エリア等で行うほか、インターネット広告
のみでも実施できることを追加します（規
約第９条第２項）。

７　物件名称の使用基準において、
　⑴ 　物件から直線距離で300ｍ以内の「公

園、庭園、旧跡等の名称」を使用できる

こととしていますが、これらに「海（海
岸）、湖沼、河川の岸又は堤防から300ｍ
以内に所在している場合は、これらの名
称」を追加します（規約第19条第１項第
３号）。

　⑵ 　街道の名称については、物件が面して
いないと使用できないこととしています
が、直線距離で50ｍ以内であれば使用で
きることに変更します（規約第19条第１
項第４号）。

８ 　新築住宅等の外観写真について、建物が
未完成等の場合には、取引する建物と「規
模、形質及び外観が同一の他の建物」に限
り掲載できるとしていましたが、これを
「取引する建物を施工する者が過去に施工
した建物であり、構造、階数、仕様が同一
であって、規模、形状、色等が類似する
他の建物」に変更します（規則第９条第22
号）。

９ 　学校等の公共施設やスーパー等の商業施
設を表示する場合、物件からの道路距離を
記載することとしていますが、これに徒歩
所要時間での表示も可能とすることを追加
します（規則第９条第29号・第31号）。

10 　住宅ローンの表示について、提携ローン
と紹介ローンの別の記載を義務づけていま
すが、この規定を削除します（規則第９条
第44号）。

11 　旧価格（過去の販売価格）を比較対象と
する二重価格表示は、３か月以上前に公表
された価格で３か月以上販売していなけれ
ばできないとしていましたが、３か月以上
前に公表された価格を「直前の価格」に変
更し、販売していた期間を「２か月以上」
に短縮します（規則第12条第２号）。
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支部長　林 眞一郎

所有者不明地等の発生予防と利用円滑化所有者不明地等の発生予防と利用円滑化

下関支部 Shimonosek i

令和５年４月、民法等一部改正法並びに相続等
により取得した土地所有権の国庫への帰属に関す
る法律の施行に伴い、①財産管理制度の見直し、
②相続土地国庫帰属制度が創設されました。

①現行の不在者・相続財産管理人は人単位で財
産全般を管理する必要があり非効率、所有者が判
明しても管理されず危険な状況にもなり得ます。其
処で、⑴『裁判所が管理命令を発令し管理人を選任、
裁判所の許可を得て売却も可能にする』所有者不明
土地・建物管理を効率・合理化する制度、⑵適切
な管理がなされない故に他人の権利が侵害される
恐れがある時、管理人の選任を可能にする制度が
創設されました。

下関市においても本制度活用が検討されており、
今後財産管理人申し立ての手続きを進めるため、
特定の物件が市場へ流通される際の査定額算定依

頼に関し私共へ意向伺いを頂いており、今後取り扱
いを協議する方針です。

②は、相続等で土地の所有権を取得した者が、
法務大臣の承認を受け所有権を国庫に帰属するこ
とを可能にする制度で、●土壌汚染・埋設物有り、
●崖有り、●権利関係に紛争有り、●担保権設定
有り、●道路など他人によって使用される土地●通
常管理・処分を阻害する工作物の存在等のケース
を除き、審査手数料並びに当該土地の標準的管理
費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当
分の負担金を納付、法務大臣の承認を得て国庫帰
属の道が開かれたことになります。本件に関しては、
現在当局に研修に向け詳細把握を要請していると
ころです。

末尾ながら、酷暑のお疲れが出ませぬようご自
愛頂き、ご健勝にてご活躍の程祈念致しております。
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ゴルフクラブリーダー　上原 祥典

令和４年度令和４年度
第１回下関支部ゴルフコンペ第１回下関支部ゴルフコンペ

成績表（敬称略）
順位 社　名 名　前 グロス ネット

1 ㈲岡住宅設備 岡　　智玄 89 69.8

2 ㈱EN不動産 藤本　吉美 90 73.2

〃 ㈱センチュリー計画 西嶋　哲典 90 73.2

〃 植田司法書士事務所 植田　薫雄 90 73.2

5 ㈱林不動産 林　　豪秀 95 73.4

皆様今日は。この度ゴルフクラブのリーダーに就任致
しました上原と申します。前任者の木下氏が支部の総務
委員長に就任致しましたので、この２年間務めさせて頂
く事になりました。この２年間で皆様方のゴルフのスコア
の向上と健康増進、そして親睦交流を通じて情報交換
が成約の向上になるよう努めていきたいと存じます。厳し
さの中にも楽しさがある、マナー上手はゴルフ上手をモッ
トーに年間５～６回水曜日に開催して参りたいと思い
ます。

又、参加資格においても正会員、準会員、１号賛助
会員、協力企業会員とその家族、友人、取引先にも広
げて参りたいと思います。また、他支部との合同コンペ
等企画したいと検討中です。

本部の会員交流事業のゴルフコンペが11月16日㈬（９

時６分スタ－ト）に玖珂郡の和木ゴルフクラブで開催され
ます。支部から是非とも参加したいと思います。椋野イン
タ－から車で２時間かかりますが早朝６時すぎに車で乗
り合わせて出発したいと思います。

今回は猛暑の中で開催されましたが、先日奈良県に於
いて参議員選挙の応援演説中に銃撃されご逝去なされ
ました故安倍晋三元総理の追悼の黙禱から始めました。
この暑さの中でスコアよりも暑さとの闘いで大変熱中症
が気がかりでしたが、参加者全員無事楽しく過ごせまし
た事ご報告致します。優勝者は有限会社岡住宅設備の
岡智玄さんが前回大会に続いて連覇致しました。おめで
とうございます！

次回の開催も近いうちにご案内致しますので是非とも
参加協力よろしくお願い致します。

令和４年８月３日㈬　快晴　下関ゴールデンゴルフクラブ　９時３分　OUTスタ－ト　24名参加
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新入会員のご紹介

山陽小野田市山陽小野田市
空き家セミナー・相談会空き家セミナー・相談会

宇部支部 Ube

７月30日㈯に、厚狭地区複合施設にて山陽小野田市空き家セミナー・
相談会が開催されました。

児玉理事がセミナー講師として、中尾理事が相談員として参加いたしま
した。セミナーでは「不動産売買取引の基礎知識」について話し、空き家
売却時の一助になれたかなと思います。相談会には３名の相談者があり
ましたが、個々に対応いたしました。

これからも地域に根付いた「宅建協会」でありつづけられるよう、丁寧
な対応を心がけたいと思います。

会 員 の う ご き
○新規入会（代表者）
　１．大隅健二
　　　　㈱J.J LABO
　２． 千々松進也
　　　　㈱エルティーエス
　３．遠藤　孝
　　　　㈱LFBアパートメント宇部店

○新規入会（専任取引士）
　１．鈴木洋乃
　　　　㈱J.J LABO

○退会者（代表者）
　１．石山昭徳
　　　　㈱エステート企画
　２．楠本美晴
　　　　㈱未来life山口営業所

○電話番号変更
　１．日立建設㈱　新 0836-41-5351

○ＦＡＸ番号変更
　１．日立建設㈱　新 0836-41-5600

㈱ J.J ＬＡＢＯ
代表取締役　大隅 健二

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J.J ＬＡＢＯといいます。

弊社は平成27年に建築業としてスタート致しました東
岐波の工務店です。新築メインでの活動を行っておりま
したが、リフォームのご相談が増えてきており、ワンストッ
プでのご提案ができるよう今回の不動産業の開設となり
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宜しくお願い致します。

〒755-0241　宇部市大字東岐波5654番地４
TEL 0836-43-7545　FAX 0836-43-7546
山口県知事⑴3780号

㈱エルティーエス
代表取締役　千々松 進也

この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させていただ
きました株式会社エルティエスの千々松進也と申します。

弊社は2020年３月に設立し、宇部市船木に事務所を構
えています。これまで住宅及び店舗の新築・リフォーム業、
建築の設計及び工事監理業を中心に営んできましたが、
今後の事業拡大を見据え、不動産事業にも積極的に取り
組んでいきたいと考えています。

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。

〒757-0216　宇部市大字船木667番地10
TEL 0836-38-8255　FAX 0836-38-8256
山口県知事⑴3778号
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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

周南支部 Shunan

会 員 の う ご き
○代表者変更　大和ハウス工業株式会社　山口支店周南営業所
　　　　　　　藤居崇弘 → 清水　浩
○専任宅建士変更　株式会社田村ビルズ周南城ヶ丘店
　　　　　　　　　伊賀彩環 → 木村　瞳
○専任取引士・電話・FAX変更
　株式会社ファーストホーム周南店
　池田良章 → 中嶋啓子　　中嶋啓子 → 梶山　仁
　電 話　0834-25-5519→0834-34-1019
　FAX　0834-25-5520→0834-34-8519
○退会　有限会社藤和地所　藤井　勉
　　　　洋林建設株式会社　小松　透、小野　均
　　　　株式会社西日本イージス　篠川宗弘、福田浩章

令和４年８月８日㈪ 13：30～16：30　　場所：周南地域地場産業振興センター
第１講「防災士と不動産業者で考える防災と災害の質疑応答」　講師　防災士　城 浩之　様
第２講「リバースモーゲージ型住宅ローンについて」　講師　中国労働金庫ローンセンター徳山　所長　岡﨑 昭博　様
第３講「重要事項説明に係るQ＆A」 ※WEB研修

第１講として防災士の城　浩之　様をお招き致しまして、事
前に会員様から頂いた40以上の質問項目について、ご回答頂
くという形式で講演して頂きました。避難所に移動する際の必
須アイテム、その中でも歯ブラシは必須というのはちょっと意
外でした。

一昔前では、地震が来たら机の下に隠れるのが当たり前で
教わっていましたが今は必ずしもそうでは無いという話しも興
味深いところです。

また、確実に避難所まで移動できるのはレベル２の段階、
レベル３になると実際は移動すること自体が危ない可能性があ
るというのも驚きでした。となるとレベル４や５は…考えただけ
でも恐ろしいです。

90分間の短い時間でお話し頂いたので恐縮でしたが、次の
機会に時間の関係上、あまりお話しができなかったハザード
マップなどについてもご教示頂きたいと思いました。

第２講は、中国労働金庫様によるリバースモーゲージ型住宅
ローンについてお話し頂きました。この商品の仕組み上、ノン

リコース型がほぼ主流ですがリスク面もメリット面を顧客に説
明できるように解りやすくご教示頂きました。

第３講は、WEB研修で重要事項説明書にかかるQ＆Aにつ
いて放映しました。

不動産業者として、普段説明している内容について間違いな
いかどうか再チェックする機会になったかと思います。安心、
安全な取引をお互い心がけていきたいところです。新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で開催が厳しいかと思われました
が、50名以上のご参加を頂き、皆様の参加意識の高さを感じ
た研修会でした。

次回も興味を持って頂けるような内容の研修会が開催でき
るように努力致しますので皆様の積極的なご参加よろしくお願
い致します。

法務委員長　原田 浩司

新入会員のご紹介

㈲ナオコーポレーション
代表取締役
 太田 秀樹

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、有限会社ナオコーポレーショ
ンの太田と申します。入会に際し周南支部役員
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。

不動産業に関してはまだ勉強中ではあります
が、地域に貢献できるよう尽力してまいります
ので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げ
ます。

光市中央２丁目７番８号 JOY１ST １－B
TEL 0833-44-7455　FAX 0833-44-7456
山口県知事⑴第3777号

令和４年６月15日、久々に宅友会ゴルフコンペが開催されました。
ご参加された皆様ありがとうございました。

優　勝　清水　　巧　様
準優勝　岡村　英之　様
第３位　大西　　充　様
　おめでとうございます。
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山口支部 Yamaguch i

業務委員　柴田 真克

総務委員　森本 晋市

令和４年度価格査定のご報告令和４年度価格査定のご報告

令和４年度　第１回山口支部研修会令和４年度　第１回山口支部研修会

令和４年９月８日㈭、山口市湯田温泉のセントコア山口にお
きまして、令和４年度第１回山口支部研修会が開催されました。
竹下副支部長ご挨拶の後、「インボイス制度」・「土地や建物の
譲渡所得」・「消火器の設置」・「ハトサポＢＢ」・「アソシア少
額短期保険」・「所有者不明土地」の６演目について、各関係
担当官様よりご講演頂きました。
「インボイス制度」・「消火器の設置」については、法令改正

に伴う今後の対応等についてご指導を頂き、所有者不明土地
については、相続登記申請の義務化など、協会員皆様の関心
が高い点に関しご説明を頂きました。不動産取引で多くのお
客様からご質問を頂く土地や建物の譲渡所得については、基
本的な事を詳細に説明して頂き、アソシア少額短期保険では、
今後の更なる高齢化社会への対応や事件事故に備える家主様
向けの保険等、魅力的な商品をご紹介頂きました。ハトサポＢ
Ｂは、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、
今後の大きな業務対応転換点にあたるシステムであると感じま
した。

地方都市では、不動産業界の先行き不透明感が日に日に増
しておりますが、会員の皆様との情報交換など、様 な々取り組
みで閉塞感を打破していきたいものだと考えております。

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
にお寄せください。

令和４年８月25日㈭、セントコア山口において、令和４年度
標準事例地の価格査定を行いました。今年度も新型コロナウィ
ルスの影響で開催するか慎重に検討された結果、事前地査定
価格の実用性や重要性を考慮し十分な新型コロナウィルス対
策を講じたうえで開催する事といたしました。今年度の査定ポ
イントの標準事例地1,061ポイントを支部会員50名の方々のご
協力を得て、昨年と同様の方法で行いました。今年も参加して
いただきました会員の皆様は自主的に早く会場に来られ、各々
役割を考え、率先して作業をされました。

おかげで、予定していた時間より早く終了することができま
した。改めて会員の皆さんの団結力を感じることができました。

昨年までは新型コロナウィルスの影響で中止となっておりま
した「情報交換会」も、今年度は十分な対策をとり、３年振り
の開催となりました。

山口県宅建協会の価格査定システムは、１物件ごとに約10
名の不動産売買に携わる精鋭の方々が査定しています。その
平均値をとった事例地査定価格は、ほぼ実勢価格だと自負し
ております。会員の皆様方には、売買取引や媒介契約締結時

の価格明示等において、是非有効に活用していただきたいと
思っております。なお、今年度の価格がハトマークサイト山口
に反映されるのは10月末ごろの予定となっております。

お忙しい中、ご協力していただきました会員の皆様方には心
よりお礼申し上げます。この価格査定は、毎年実施していきま
すので、今後ともご協力よろしくお願い致します。

18

支部だより



総務委員長　右田 善弘

令和４年度 第１回支部ゴルフコンペ開催令和４年度 第１回支部ゴルフコンペ開催

グロス NET
優　勝 高橋　義人 87 70.2
準優勝 竹下　雅樹 80 70.4
３　位 田谷　武男 71 71.0
Ｂ　Ｇ 田谷　武男 71（－１）

去る７月６日、第一回支部コンペが山口レインボー
ヒルズ泉水原ゴルフクラブにて24名が集い開催されま
した。当日は天候にも恵まれ、戦略性に富んだ変化
と風景の美しい泉水原GCのコースにみなさんがアタッ
クしました。山口支部のコンペはレベルが高く70台が
３人、80台が４名いる中で見事に優勝されたのはエル
クホームズ㈱の高橋支店長さんです。おめでとうござ
います。次回もディフェンディングチャンピオンとして挑
戦お待ちしております。２位は㈲山永不動産の竹下社
長様、３位は㈱いとう不動産の田谷さん。田谷さんは
なんとグロスが71と驚異的なスコアーで見事入賞です。
今回はとても暑い中でのラウンドでしたが、皆さんが
熱中症やコロナウイルス感染にも罹患せず無事に開催
出来たと嬉しく思います。初参加の方も大歓迎です、
お気軽にふるってご参加頂きますようお願い致します。

新入会員のご紹介
サンワホーム株式会社
山口支店（アイフルホーム）
取締役・店長　松原 哲雄

この度山口県宅建協会山口支部に入会させて頂きました、
サンワホーム株式会社山口支店（アイフルホーム）の松原哲雄
と申します。

弊社は山口市で木造注文住宅を施工、販売する会社でご
ざいます。「お客様の笑顔」、この為に私たちは常にお客様の
立場で「家」を見つめ最良の住環境を提供し続け事業を通じ
て社会に貢献してまいります。

山口支部の皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。

〒753-0222　山口市大内矢田南７丁目４番５号
TEL 083-941-3055　FAX 083-927-7123
山口県知事⑻第2350号

会 員 の う ご き
○新規入会
　・サンワホーム㈱山口支店
　　支店代表者　松原哲雄　　専任取引士　吉村尚史
○代表者変更
　・大和ハウス工業㈱山口支店
　　（新）中村　隆（専取）　（旧）黒井克宣（専取）
　・㈱REVOLUTIONアパマンショップﾟ山口店
　　（新）廣田正典　（旧）加賀田篤
○専任取引士変更
　・㈱いとう不動産
　　（新）田谷武男　（旧）藤井賢児
　・タマホーム㈱山口店
　　（新）木村大輔（支店代表）　（旧）高畠昭江
　　（新）中司麻衣子　（旧）佐伯武志
　・㈱REVOLUTIONアパマンショップ山口店
　　（新）淺川大輔　（旧）加賀田篤
○住所変更
　・㈱防長宅建
　　（新）〒753-0023　山口市三の宮二丁目１番１号
　・㈱コムズコーポレーション山口支店
　　（新）〒753-0074　山口市中央五丁目７番３号
　・㈱物件市塲
　　（新）〒754-0002　山口市小郡下郷789-１
○退会
　・㈱タナカホームズ山口店（岩国支部へ移動）
　　代表者　田村　真（専取）
　・㈱ファノス宅地開発部山口支店
　　代表者　河野正太郎　　専任取引士　藤田昌昭
　・㈱山口住宅
　　代表者　河村英治　　　専任取引士　竹重裕基

免 許 更 新 の お 知 ら せ
業者名 免許有効期限

㈱岡田不動産 令和５年１月９日
㈲大機産業 令和５年１月23日
㈱不動産管理サービス 令和５年１月29日
㈲長井不動産 令和５年２月28日
㈱山陽 令和５年３月14日
㈱スタジオセンス 令和５年３月16日
㈱大貴 令和５年３月21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。
www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/24291.html
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法務委員　古河 和子

業務委員長　片岡 謙一

防府支部研修会開催防府支部研修会開催

今年度の地域貢献事業は「こども食堂へのお米の寄付」と
し、防府市内12のこども食堂からなる、こども食堂ネットワー
ク協議会にお米１トンを寄付いたしました。贈呈式を８月５日
㈮10：00より防府市文化福祉会館にて開催しました。贈呈式
はまず上田支部長より今回の贈呈の趣旨をお伝えした後に、目
録及び「宅建協会米５キロ」をお渡しし、続いて、こども食堂
ネットワーク協議会の岩城会長よりお礼の言葉を頂き贈呈式は
閉会となりました。

今年度はこども食堂への支援をしようと、防府市社会福祉
協議会およびこども食堂ネットワーク協議会と打ち合わせを重
ねた結果、各こども食堂が共通して要望しておられる「お米」
を贈呈することといたしました。

また、お米の保管方法および受け渡し方法については、市
内のお米屋さんにご協力いただき、一括で購入したお米を保
管しておいていただき、こども食堂の開催日に合わせて必要量
を精米してお渡しする方法が可能になったため、こども食堂の
皆様も大変喜んでおられました。

第１回目の支部研修会を７月28日㈭13時半より開催しま
した。

研修内容は以下の通りです。（zoomでの参加も有り）

第１講　古民家の活用・事例について
　　　　（一社）山口県古民家再生協会　正代 三友様
第２講　住宅瑕疵保険、適合証明、インスペクションついて
　　　　㈱日本住宅保証検査機構　高橋 雅之様
第３講　ハトサポBBについて
　　　　宅建協会防府支部　片岡 謙一業務委員長

今回の研修に関しては、「昨今、巷で人気となっている『古民
家』ってどうなの？」という声があがり、（一社）山口県古民家再
生協会の正

しょう

代
だ い

 三
み

友
とも

理事長をお招きし、古民家とはどんな建
物？古民家の魅力は？について多くの活用事例や再生事例を交
えてお話しいただきました。

最後に正代さんは、古民家のメリットとデメリットについて理
解することが大切と仰っていました。

参加された会員さんより、「どんな建物が古民家なのかわ
かった」「古民家のメリットデメリットがわかった」「解体してき
た建物が古民家だった。勿体ないことをした」「とにかく話が
面白かった」などの感想を頂きました。

私個人としては、今回のセミナーで古い建物がまだまだ使え
るんだということを理解していただけたと思うので、今後１軒
でも多く1300年の歴史がある防府の貴重な建物が、解体され
ることなく次世代に残していけたらいいなと思いました。

住宅瑕疵保険、適合証明についても資料も頂きましたので
活用していきたいと思います。

ハトサポBBは今後も進展があったら支部会員の皆様にお知
らせします。

防府支部 Hofu

地域貢献事業について地域貢献事業について
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５月25日㈬、新緑が美しく好天に恵まれ、今年度
第１回目の防府支部親睦ゴルフコンペを宇部72カン
トリークラブ万年池西コースで開催しました。

総数31名で支部会員はもとより、主要住宅メーカー
の皆様、士業関係（司法書士、土地家屋調査士、
行政書士）コンサル業関係者の皆様に参加していた
だきました。

珍プレー好プレーがあり、各組和気藹 と々し笑い
声の絶えない親睦ゴルフコンペを開催できたこと感
謝申し上げます。

総務委員長　中川 信広

防府支部ゴルフコンペ開催防府支部ゴルフコンペ開催

新入会員のご紹介

有限会社鶴サービス
代表取締役　金子 卓史

この度、山口県宅建協会防府支部に入会させていた
だきました、有限会社鶴サービスの金子卓史と申します。

会社としては損害保険代理業との両輪で、地域社会
の調和ある発展に貢献したいと考えています。不動産業
未経験でございますが、業界の発展に努力したく、ご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

〒747-0036　防府市戎町１丁目８-25
TEL 0835-25-5727　FAX 0835-25-7030
山口県知事⑴第3783号

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

○専任変更
　・㈱ファーストホーム　中嶋啓子 → 池田良章
　・㈱田村ビルズ防府寿町店　末富友子 → 佐藤理太

○専任増員
　・ ㈱銘建　松田翔伍
　・㈱ファーストホーム　中嶋啓子

○所在地変更
　・澤田建設㈱
　　　防府市開出西町23-７
　　　→ 防府市開出西町23-１
　・㈱カドタ商事
　　　防府市緑町２丁目５-23
　　　→ 〒747-0812　防府市鋳物師町8-32
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柳井支部 Yanai

令和４年度価格査定令和４年度価格査定
８月29日㈪、支部事務局において標準事例地の価格査定を

行いました。昨年に続き新型コロナウイルス感染拡大中での開
催となりました。ご参加くださいました13名の方には安全にご
配慮頂きマスク着用にて事例地500ポイントを、１ポイント毎に
数名の査定員が査定し予定時間内に無事終了いたしました。

今回ご参加いただいております会員の方々にはお忙しい中

ご協力頂き、深く感謝いたしますとともにお礼を申し上げます。
価格査定は来年度以降も毎年実施致しますので来年はより多
くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

尚、価格査定は県のホームページ上よりできます。是非多く
の会員の皆様に売買取引や媒介終結時の価格明示等におい
て有効に活用して頂きたいと思います。

免 許 更 新 の お 知 ら せ
業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

福田土地建物取引事務所 令和４年11月18日 令和４年10月18日

免許有効期限の90日から30日前までに、県庁住宅課へ提出
してください。
詳しい内容は山口県住宅課のＷＥＢサイトの「宅地建物取
引業更新の手引き」をご覧ください。
https://www.pref .yamaguchi. lg. jp/cms/a18900/
takken/201503230002.html
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法務委員　髙嶋 一憲

法務副委員長　羽村 一重

事例地見直し作業事例地見直し作業

第１回支部講習会開催第１回支部講習会開催

今年度の事例地見直し作業が令和４年８月２日に宅建協会
岩国支部にて行われました。

今年も昨年同様、新型コロナウィルス感染防止の観点から
事例地見直し委員を18名に縮小しソーシャルディスタンスを取り
ながらの作業となりました。

例年同様４班に分かれ823ポイントを確認しました。
市街地については住宅需要が集中しているエリアでは価格

の上昇も見られましたが、旧郡部については引き続き需要の低
下が加味され下方修正された地点もありました。

今回の見直しにより今年度の価格査定の基礎となるデータ
が実情に即したものとして蓄積されました。

参加された皆様、大変お疲れ様でした。

令和４年８月23日㈫に岩国市福祉会館にて、令和４年度　
第１回支部講習会を開催致しました。第１講は姫路大学特任
教授　平野秀樹先生による「外資による土地買収の現状と課
題」の予定でしたが、諸事情により急遽中止となりました。

第２講は、「新システム“ハトサポＢＢ”を知ろう！」について、
塩田支部長及び安本業務委員長による講義が行われました。
９月14日より本オープンするハトサポＢＢの概要説明を動画に
て、基本的な使い方を安本委員長によるパソコンを用いた実

演にて勉強しました。これまでよりさらに詳細情報を入力でき
るようになっただけでなく、反響管理やＷＥＢ書式作成システ
ムとの連携も行えるようになり、業務の簡略化や充実した物件
情報の業者間への発信が行えるようになりました。

業者間の物件情報流通の活性化を目指す本システムの本格
運用開始に向けて、参加者の皆さんは一生懸命学ばれていま
した。

岩国支部 Iwakuni
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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。

※ 宅地建物取引士資格登録簿登載事項（住所・勤務先等）に変更がある方は、変更登録申請書（様式第７号）により、山
口県庁住宅課で手続きをして下さい。

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４年12月15日㈭
■会　　　場：ＫＤＤＩ維新ホール　会議室201（山口市小郡）※

■案内対象者：有効期限が令和５年４月４日から令和５年６月14日までの更新の方
■案内発送日：令和４年10月６日㈭
■申込み期間：令和４年11月10日㈭から11月18日㈮
※12月は、会場が山口県不動産会館ではありませんのでご注意願います。

■日　　　時：令和５年２月14日㈫
■会　　　場：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㈮

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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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 萩 （1）3779 ㈲山根建築 山根　幸裕

２ 宇部 （1）3780 ㈱J.J LABO 大隅　健二

３ 宇部 （1）3778 ㈱エルティーエス 千々松進也

４ 山口 （8）2350 サンワホーム㈱山口支店 松原　哲雄

５ 防府 （1）3783 ㈲鶴サービス 金子　卓史

６ 宇部 （1）3747 ㈱LFBアパートメント宇部店 遠藤　　孝

７ 山口 （1）3747 ㈱LFBアパートメント山口東店 竹重　裕基

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
退　　会

１ 宇部 （3）3372 ㈱エステート企画 石山　昭徳

２ 周南 （4）3109 洋林建設㈱ 小松　　透

３ 下関 （2）3553 ㈱REVOLUTION
アパマンショップ新下関店 川﨑めぐみ

４ 宇部 大臣⑴9865 ㈱未来life山口営業所 楠本　美晴

５ 山口 （9）2077 ㈱山口住宅 河村　英治

６ 周南 （1）3693 ㈱西日本イージス 篠川　宗弘

７ 岩国 （4）3038 ㈱ヨハネハウス 藤本　慎一

入　退　会　等

６月

２ 木

第１回全宅連西日本地区指定流通
機構協議会理事会 於 広島 尾村

第１回西日本不動産流通機構理事会 於 広島 尾村

第１回全宅連中国・四国地区連絡会 於 広島 尾村

14 火 第２回宅建士法定講習会 於 会館 上田

15 水 第１回宅建試験事務説明会 於 WEB 上田

17 金 中国地区不動産公正取引協議会
第43回定期総会 於 岡山 出席者16名

20 月 西日本不動産流通機構定時総会 於 広島 尾村、塩田

21 火 ハトサポＢＢ意見交換会 於 WEB 塩田

27 月 ゆとり協総会 於 県庁 塩田

28 火 全宅連・全宅保証令和４年度定時
総会 於 東京 尾村、上原

30 木 山口県居住支援協議会第１回総務
専門部会 於 県庁 中島、山縣

７月

４ 月 第２回業務委員会 於 会館 出席者９名

11 月 第２回総務委員会 於 会館 出席者11名

12 火 第２回法務委員会 於 会館 出席者11名

13 水 第１回開業支援セミナー 於 会館 出席者10名

７月

15 金 全宅管理第３回理事会 於 WEB 主計

19 火
山口県居住支援協議会総会 於 維新

ホール 出席者９名

山口県居住支援協議会セミナー 於 維新
ホール 出席者14名

20 水 第２回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 香川 尾村

25 月

第２回常務理事会 於 会館 出席者８名

第２回全宅管理山口県支部役員会 於 会館 出席者７名

第４回理事会 於 会館 出席者26名

28 木 西日本不動産流通機構新旧理事
引継会 於 福岡 尾村

29 金 全宅連・全宅保証第３回理事会 於 東京 尾村

８月

９ 火 第３回宅建士法定講習会 於 会館 吾郷

22 月 不動産無料相談所相談員研修会 於 会館 出席者35名

24 水 賃貸不動産経営管理士講習 於 会館 中尾

26 金 第３回総務委員会 於 会館 出席者12名

30 火 第２回宅建試験事務説明会 於 WEB 上田
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下関支部お薦めシリーズ 81

下関支部　清水謙治

　２年に１度、宅建やまぐちの表紙と
裏表紙の担当が回ってくるのですが、
前回のこの時事雑想を書かせていた

だいた時も書きましたが、未だコロナウイルスが猛威を
振るっているなんて、とても信じ難い事だと思います。
ここまでくると、どうウイルスと付き合っていくのか、考
えていかなければならなくなって来ました。
　そのコロナ禍にあって、夏の甲子園高校野球大会
は、地元下関国際高校が決勝戦まで進出し、とても盛
り上がりました。実は４年前の私の時事雑想には、下関
国際高校がベスト８まで進出したと書いてありました。

あれから４年、誠に失礼ですが決勝戦に進出してくれる
とは、とても思っていませんでした。あの年の優勝校大
阪桐蔭高校に勝ってのベスト８突破と、本当に感動を
いただきました。決勝は惜しくも敗れましたが、もしかし
たら４年後は、山口県勢の優勝が見られるかもしれま
せん。
　最後に今回の宅建やまぐちの表紙「福徳稲荷神社」
は、関門海峡エリアと角島大橋エリアを結ぶ、人気のド
ライブルートの中にあります。是非ともこの絶景を見
に、下関にお越しください。

　国道191号線(西長門ブルーライン)の、川棚温泉から角島
に向かう途中、犬鳴峠の高台に福徳稲荷神社があります。急
な登坂に驚かされますが、駐車場に車を停めて景色を見た
ら、初めて行った人は特に驚かされます。国道からは想像も
できないくらいの、壮大な建物や鳥居に圧倒されます。福徳
稲荷神社には、元乃隅神社のような朱色の鳥居が連なる千

本鳥居があります。別名開運鳥居とも呼ばれている鳥居のト
ンネルは、周囲の木々の緑と鳥居の朱色が溶け合い、海の絶
景と並んでとても美しいです。そして山口県内でも屈指の美し
さを誇るサンセットビュー。沈む夕日から大鳥居に向かって伸
びる夕日が、とても幻想的な光景として目に焼き付きます。是
非とも一度、下関の福徳稲荷神社にお越しください。

時事雑想

福徳稲荷神社

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
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