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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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令和５年度宅地建物取引士法定講習会
（座学）のご案内

令和５年度の宅地建物取引士証発行に伴う法定講習会
（座学）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下さい。
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。

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５年４月11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５年10月10日まで

第２回 令和５年６月13日㈫ 令和５年12月12日まで

第３回 令和５年８月７日㈪
山口市小郡令和１丁目１-１
KDDI維新ホール　会議室201

令和６年２月６日まで

 第４回 令和５年10月18日㈬ 令和６年４月17日まで

第５回 令和５年12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６年６月11日まで

第６回 令和６年２月13日㈫ 令和６年８月12日まで

※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、必ず受講して下さい。

※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下さい。

《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下
さい。

A さんが・・・
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宅地建物取引士Ｗｅｂ法定講習
開始のお知らせ

山口県宅建協会では、令和５年４月１日より、従来ま
での座学の法定講習に加えて、オンデマンド配信による
Web法定講習を開始いたしました。Web環境があれば、
受講期間内にいつでもどこでも講習動画を視聴できま
す。申込から新宅建士証の交付まで約２～３ヶ月程度要
します。

Web講習は、次の１または２の方法でお申し込み下
さい。
１．Webからの申込（パソコンのみ）
◎次の要件を満たす方は、Webからの申込が可能です。
・山口県登録の宅建士証を持っていること。（新規・期
限切れの方は対象となりません。）

・申込時点で宅建士証の有効期限まで110日以上の期
間があること。

・登録事項（住所・氏名・従事する宅地建物取引業者 
等）に変更がないこと。

・本人の個人メールアドレスを持っており、書類のプ
リンター印刷が可能なこと。

２．郵送もしくは窓口による受付
　新規や期限切れの方で、Web法定講習をご希望の方
には申込用紙を送付しますので、山口県宅建協会（以下 
本会）へお電話下さい。(☎ 083-973-7111）
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①Ｗｅｂから申込（パソコンのみ）
・宅建士証をお手元にご用意の上、申込画面へお進み下
さい。宅建士証の画像（両面）をアップロードしてい
ただく必要があります。

②Ｗｅｂ決済
・受講料12,000円、交付申請手数料4,500円（ともに不課
税）、合計16,500円をコンビニまたはクレジットカード
でお支払い下さい。

③受講申込確認票、顔写真送付
・「インターネット受講申込確認票」を印刷し（コンビニ払
いの方はレシートの写しを貼付）、カラー証明写真２枚
（縦３cm×横2.4cm）と一緒に本会まで郵送して下さい。

④講義テキスト、認証コード、ログインＩＤ・パスワード送付
・本会に受講申込確認票等が届きましたら、受講開始案
内メールが送られます。さらに、講義テキストと受講案
内書（ログインID・パスワード・認証コード記載）を宅
配便で発送します。

⑤専用ＨＰにログイン後、受講
・Web法定講習専用ＨＰより、認証コード・ログイン
ID・パスワードを入力の上ログインして下さい。（認
証コードは初回のみ必要）

・Web環境があれば、端末（パソコン・タブレット・ス
マホ等）を問わず講習動画の視聴ができます。チャプ
ター毎に分割視聴が可能ですので、受講期間内にご都
合に合わせて全動画を視聴して下さい。通信料は自己
負担となります。

・全動画視聴後に効果測定（確認テスト）の解答が可能
となります。７割以上正答すると受講修了です。受講
期間中は７割以上正答するまで何度でも解答すること
ができます。

・視聴開始日から28日以内に受講・効果測定を修了して
下さい。28日経過後に未修了の場合は再度の申込なら
びに受講料支払が必要となります。

⑥新宅地建物取引士証発行申請
・効果測定（確認テスト）で７割以上正答後、速やかに
新宅地建物取引士証発行申請ページで、交付申請書
（自動入力）の内容に相違がないかを確認し、申請手
続きを行って下さい。

⑦新宅地建物取引士証引換票の印刷・必要書類郵送
・新宅地建物取引士証の申請後、当該ページより「新宅
地建物取引士証引換票」を印刷し、窓口交付もしくは
郵送交付にて新宅建士証をお受け取り下さい。

⑧新宅地建物取引士証の受取（窓口もしくは郵送）
・窓口をご希望の場合は、引換期間内に「新宅地建物取
引士証引換票」「旧宅建士証」をご持参の上、山口市
小郡黄金町５－16　本会事務局でお受け取り下さい。
（支部では不可）
・郵送をご希望の場合は、「新宅地建物取引士証引換票」
「旧宅建士証」「404円分の切手を貼付した返信用長３
封筒」を本会までご送付いただきます。詳細は「新宅
地建物取引士証引換票」をご確認下さい。

・新宅建士証は引換期間以降に発送します。お手元に
宅建士証が無い期間を最短にする為、引換期間中に
届くように必要書類を送付して下さい。不備が無け
れば必要書類到着日以降、新宅建士証は２～３日程
度で到着します。（お住まいの地域によって多少前後
します）

【注意事項】
　申込後のキャンセル（Web講習から座学講習への変更
含む）は、理由の如何を問わず下記のキャンセル料がか
かります。キャンセル料および振込手数料を差し引いた
金額をご返金いたしますのでご注意下さい。なお、動画
視聴開始日以降はキャンセルできません。
　指定期間経過後の受講未修了による責任は本会では一
切負いません。

キャンセル時期 キャンセル料

受付締日前　　　　　 ０円

受付締日～テキスト発送前 ２，０００円

テキスト発送後から受講開始前 ６，０００円
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「ハトマークサイト山口」と「ハトサポBB」並行稼働中
（現在）

ハトマークサイト山口から、レインズ・ハトサポBB・
ハトマークに物件登録可。
注）ハトサポBBに登録された物件は、
ハトマークサイト山口からのみメンテナンス可能

ハトサポBBから、レインズ・ハトマークに
物件登録可。ハトサポBBに登録され
た物件は、書式連携・その他等の設定
が出来ます。
注）ハトマークサイト山口には物件登
録不可。

システムを並行稼働いたします。
レインズ等への物件情報の
二重登録にはご注意ください

レインズ

会員間サイト

一般公開サイト
会員間サイト

ハトマークサイト

物件情報

会員は、
ハトサポにログインして
ハトサポBBのボタンから入室
物件登録・メンテナンスを行う
・Web書式作成システム等
の業務支援コンテンツを利用できる

ハトサポ

会員は、
ハトマークサイト山口に
ログインして物件登録・
メンテナンスを行う

ハトマークサイト
山口

一般公開サイト

物件情報

物件情報

物件情報
会員間サイト
ハトサポBB
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物件データの移行について（4/12（水）実施）

4/11日までは、ハトマークサイト山口からハトサポBBに登録された物件情
報は、ハトサポBBの画面上からメンテナンス出来ません。

4/12、完全移行のタイミングで「公開状態」を維持したまま「物件データ
取込ボックス」から「自社物件メンテナンス」に移動します。
「自社物件メンテナンス」に移動することで、物件情報のメンテナンスが
可能とります。（物件データの移行完了）

4/12（水）データ移行します

物件情報

ハトマークサイト
山口

ハトサポBB

他システム（ハトマークサイト山
口）からの物件データとして、
上記取込ボックスに物件情報はあ
りますが、メンテンナス不可
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4/12（水）～ハトサポBB完全移行

会員間サイト
ハトサポBB

移行後は、ハトマークサイト山口の会員間サイトは
・土地価格査定書作成システム
・らくらく契約書【売買版】【賃貸版】のみの提供となります。
会員間サイトでの物件検索、物件登録はできなくなります。

レインズ
一般公開サイト会員間サイト
ハトマークサイト

物件情報

ハトサポ

ハトマークサイト山口
ト山口

物件情報
物件情報

会員は、
ハトサポにログインして
ハトサポBBのボタンから入室
物件登録・メンテナンスを行う
・Web書式作成システム等
の業務支援コンテンツを利用できる

一般公開サイト

物件情報

ハトサポBBから、レインズ・ハトマークサイトに物件登録できます。
ハトサポBBに登録された物件情報は、書式連携・その他等の設定が出来ます。
ハトマークサイト山口にも物件登録できます。
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令和4年度　第2回不動産開業支援セミナー
総務委員　西村創之介

令和５年１月25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。不
動産の経験の有無に関わらず応募を募り21名の申し込みが
あり、当日は生憎の10年に一度の寒波の中でしたが、15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して頂
き、第２部では塩田業務委員長と主計副会長から宅建協会
及び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部は不動産開業までの流れを事務局の岡田職員より
説明して頂き、第４部では現役不動産業者の体験談として、
株式会社デイトス　横山公平氏と合同会社ハウススタイル　
河村勇志氏より、自身の開業当時の思いや苦労された事を
お話頂きました。
第５部は日本政策金融公庫の上農敦史氏より、開業資金
の融資制度についての説明を頂きました。

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５名の相談者へ対応されま
した。
セミナーを司会として初めて体験致しましたが、私自身
凄く勉強に成り、改めて宅建協会の素晴らしさが分かりま
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５年１月25日㈬　　会場：山口県不動産会館

㈱デイトス
横山社長

（同）ハウススタイル
河村代表

金融公庫
上農課長
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（一社）全国賃貸不動産管理業協会
山口県支部研修会

開催日：令和５年１月23日㈪　　会場：山口県不動産会館

令和５年１月23日㈪、一般社団法人全国賃貸不動産管理業
協会山口県支部研修会（タウンミーティング）を不動産会館に
て開催しました。今回で４度目の開催となったこのタウンミー
ティングは、賃貸不動産管理業の知識共有や会員間の情報交
換、親睦交流を目的とした場で、参加者の皆様からは例年好
評を博しています。今回も各支部より40名の会員が参加され
ました。
研修内容は昨年同様グループディスカッション形式で、参
加者は全６グループに分かれました。１グループ５人～７人
で３テーマずつ、合計18個のテーマのディスカッションとな
りました。テーマは「迷惑行為に対する対応」や「原状回復費
用の負担」「空室対策」など、いずれも賃貸不動産管理業にま
つわるものです。
例えば「退室原状回復の負担はどこまで借主に費用負担を
求められるか？」というテーマ。基準となるのはもちろん国
交省の原状回復ガイドラインですが、「フローリングの一部等
金額が出しづらい場合、補修専門業者に見てもらうと明確な
金額が分かるので、それを基にする」「入居者の家財保険を退
去前に適用する」といった意見がありました。
また今回は山口県宅建協会の顧問弁護士を務めておられま
す清水茂美先生にもオブザーバーとしてご出席いただき、テー
マに関するアドバイスや参加者からの質問に回答していただ
きました。
会員各社の体験談やトラブルに対する考え方など、ディス
カッションの話題に尽きない２時間でした。特にトラブル対
応は正解のない問題も少なくありません。入居者の立場、オー
ナーの立場を考え、管理会社としてどう対応するべきか、同

じ仕事をする会員同士で話し合い、法律の専門家のアドバイ
スも頂ける貴重な機会となりました。
会員の皆様には引き続き全宅管理山口県支部にご協力を宜
しくお願い致します。また、今回の研修会や日々の業務をきっ
かけに全宅管理に興味を持たれた方は、ぜひ入会を宜しくお
願い致します。

司会 主計副会長 清水顧問弁護士
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去る１月14日㈯春帆楼にて、厳しいコロナ禍に耐え３年
ぶりに下関支部の新年会が開催されました。ご来賓18名、
協力企業10名、当会会員・従業者・事務局42名を合わせて
総勢70名の新年会になりました。
新年会の冒頭では、今年のスローガン『転禍為福』が発表
され、意味は「災いや不幸を良い出来事に変えること。悪
い状況をうまく利用して、良い状況に変えることをいう。」
と説明されました。
これに続きご臨席を賜りましたご来賓紹介の後、ご来賓
の皆様を代表して参議院議員　江島 潔 様、下関市副市長　
三木 潤一 様よりご挨拶を賜りました。
そして、山口県行政書士会下関支部支部長　松本 貴志 
様の乾杯の音頭により祝宴が開宴しました。
余興では総務委員の藤堂委員の軽快なトークと共にくじ
引き大会が催され、空気清浄機・トースターなどの家電製
品や松坂牛等の豪華賞品が用意され会場は大いに盛り上が
りました。
又、若い会員の方の姿も多く、それぞれ新年の挨拶や名
刺交換が活発に行われ終始笑顔の絶えない楽しい時間を過
ごしました。
最後に山口県土地家屋調査士会下関支部支部長　星本 武
志 様による万歳三唱で閉宴となりました。

年明け早々のお忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の
方々、ご参加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。
皆様にとりまして、今年一年がより良い年となりますよ
うお祈り申し上げます。

下関支部 Shimonosek i

総務委員長　木下 史晶

令和５年新年会開催令和５年新年会開催
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昨年11月30日㈬厚狭ゴルフクラブにて下関支部ゴル
フコンペが開催されました。
天気は朝から若干風が強く、気温も少し肌寒い中で
はありましたが、23名と多くのご参加を頂きスタート
されました。今回は人数も多くＯＵＴ、ＩＮスタート
二手に分かれて優勝を競う形となりましたが、そんな
ＩＮスタート側の２ホール目（ショートコース）にて奇
跡が・・・・・。
支部協力企業会員、梅田クリーン工業株式会社の梅
田さん、ティショットがなんと直接カップイン！！ホー
ルインワンです！！池越えのプレッシャーのかかる難
しいコースで、私も後ろの組で見ていたのですが初
めてホールインワンを目の
当たりにしました。私も一
度はゴルフ人生で出してみ
たいものです。（写真はその
11番コースの景色です）

今回は年末の最終コンペでもありましたので、表彰
式は忘年会を兼ねて夜の部へ・・・。一年間の仕事やゴル
フの成績の反省と来年への課題を笑いながら話し合え
た良い懇親会となりました。幹事の大井さん・品川さん、
朝から夜まで大変お疲
れ様でした！ありがと
うございます。

※後日、梅田さん
よりお祝いの席にお招
きいただいた際の写真
をご紹介させて頂きま
す。本当におめでとう
ございました。

法務委員　青松 永哲

令和４年度第2回支部研修会令和４年度第2回支部研修会

令和５年２月９日㈭13時よりシーモールパレスエメラルドの間において、
第２回支部研修会を開催いたしました。総勢40名のご参加、誠にありがとう
ございます。
第１講は、日本スキルズ株式会社ビジネスソリューション事業部　吉田 
貴司様による「IT重説と電子署名について」の研修でした。一般的に利用者
の多いZOOMでの使用方法やIT重説のメリット、また実際にIT重説を実施
するための準備や注意事項、その後の対応等ご講話いただきました。電子署
名など様々なものが簡素化され非常に便利です。今後の不動産業界において
主流になっていくと感じました。
第２講は、株式会社福岡相続サポートセンター　代表取締役社長　江頭 
寛様による「家族信託について」の研
修でした。家族信託活用の背景や基
礎知識のご説明をいただき、次に実
際の事例を参考に資産管理や共有財
産また相続のトラブル回避等これか
ら家族信託に不動産会社が取り組む
メリット・デメリットを知ることが
できました。また不動産登記法の改
正により相続登記や変更登記の申請
が義務化されることとなり、それぞ
れ経過措置期間があることなどのご
説明をいただきました。
両講ともに講話後に質疑応答が活
発に行われ、参加された方にとって
大変有意義な時間となりました。

総務委員　岡 智玄

ゴルフコンペ開催ゴルフコンペ開催

しいコースで、私も後ろの組で見ていたのですが初
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令和４年12月13日㈬に２年ぶりとなる年末交流会を国際ホテル
宇部にて開催いたしました。
来賓に、宇部市副市長 藤崎 昌治様、宇部日報社代表取締役 脇 
和也様のご臨席をいただきました。まだまだコロナの影響がある
のでしょうか、会員の参加は例年よりは少な目でしたが、村田支
部長の「元気に楽しくやりましょう！」のあいさつから交流会が始
まりました。
余興のじゃんけん大会では、島田工務店の村田さん、西田土地
建物の西田さん、正司不動産の正司さんが勝ち抜かれ、見事賞品
を獲得されました。
楽しい企画を立てて今年も開催いたします。ぜひ皆さんご参加下さいませ。

宇部支部 Ube

○入会者（正会員）
　１．田村　　稔　　富士産業㈱ 新規入会
　２．齊藤　和也　　㈱コムズコーポレーション
 支店代表者変更
○入会者（副会員）
　１．金澤　昌克　　富士産業㈱ 新規入会

○退会者（正会員）
　１．中村　　勝　　㈱コムズコーポレーション
 支店代表者変更

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
しています。
　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。

年末交流会開催年末交流会開催

新入会員のご紹介

富士産業 株式会社
代表者　田村 稔

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、
富士産業株式会社の田村 稔と申します。
弊社は1966年に設立し、産業機械・建築資材卸売りと総合

建設業を営む会社です。
今後の事業拡大を見据えてこの度、宅建業を開設しました。
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。

〒756-0811　山陽小野田市稲荷町10番23号
TEL 0836-81-1222　FAX 0836-81-1555
山口県知事⑴第3798号

会 員 の う ご き
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防府支部 Hofu

総務委員長　中川 信広

令和５年１月17日㈫18時より、ベルクラシック防府にお
いて防府支部の親睦行事であります「新年交流会」を開催
いたしました。
本年度は、防府市長　池田豊様、防府商工会議所会頭　
羽嶋秀一様を来賓としてお招きし、総勢53名での新年交流
会となりました。
まずは、上田支部長の挨拶で始まり、ご来賓紹介および
両名より祝辞を頂きました。その後、華林ホーム株式会社　

新年交流会開催新年交流会開催

令和４年度２回目の不動産研修会は、コロナ禍の中３年
ぶりに１月17日㈫開催された新年交流会の前に、35名の参
加で行いました。
はじめに、「インボイス制度について」、防府税務署個人
課税第二部門　中原省三様を講師としてお招きし研修いた
しました。
続いて、WEB講義として

「流域治水関連法改正の宅建
業者の実務上の留意点につ
いて」、不動産鑑定士　吉野
荘平様の映像をハトサポか
ら視聴いたしました。

新しい研修の方法であり、いつでも色んな研修をハトサ
ポから出来ることを知って頂けたと思います。有意義な研
修であったと思います。今後も変革についていきながら法
務委員会の一員として、会員の一助になれればと考えてお
ります。今後とも宜しくお願い致します。

法務委員　藤村 泰則

防府支部不動産研修会開催防府支部不動産研修会開催

田中敏靖氏（防府市議会議長）の乾杯の後、しばし歓談いた
だき、新事務局員と新入会員の紹介がありました。
二年ぶりの新年交流会の開催であったためか、会員の来
賓への交流や会員同士の会話も盛り上がっていました。
コロナ禍の二年の間に新入会員も増え、お互いに声の掛
けやすい環境を作るために、顔写真入りの出席者名簿を作
成したことが盛り上がりの一助となったと思います。

乾杯!!
新入会員の紹介

やった！Switchが当たりました

新入会員の紹介

お笑い三笑!!
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山口支部 Yamaguch i

◎支店代表者変更
　・㈱REVOLUTIONアパマンショップ山口店
　　（新）永野元　耕作　　　（旧）廣田　正典
◎専任取引士変更
　・㈱物件市塲
　　（新）井本　将太　　　　（旧）清水　心平
　・山陽綱機建設㈱
　　（新）平田　雅典（代表）　（旧）村中　　修
◎支店名称変更 
　・（新）㈱ファーストホーム 山口店
　　（旧）㈱ファーストホーム グラントホ－ム店

◎住所変更
　・㈱ＨＭホームマネジメントほもやらん
　　（新）〒753-0045　山口市黄金町3番10号 エイシンビル601
　・㈱アーネストワン山口営業所
　　（新）〒754-0021　山口市小郡黄金町11-16
　・アース不動産（同）
　　（新）〒753-0841　山口市吉田1978-2 昇雲荘205号
◎退会・廃業
　・㈱田村ビルズ山口大学前店
　　　代表者・専任取引士　佐々木　亮二
　・（旧）㈱ファーストホーム山口店
　　　代表者　中村　幸一　　専任取引士　古川　　愛

研修演題
① 「山口市の空家の実情と対策について」

山口市地域生活部生活安全課　空室対策室
　　室長　波多野　直哉　様

　　　　山口市農林水産部定住促進課　定住促進担当
　主幹　田邉　幸治　様

② 「ご存じですか2024　相続登記の義務化」
　　　　　～財産を守るために今やっておくこと～」

　　司法書士法人やまぐち中央事務所
司法書士　福田　修平　様

③ 全宅連WEB研修　
　 「デジタル社会形成整備法に基づく

宅地建物取引業法等の改正について」
　 「不動産広告の表示規約改正と最近の違反事例・

相談事例について⑴」
④ 「山口支部からのお知らせ」　

山口支部　尾村  成一　支部長

令和５年２月16日㈭山口市湯田温泉の「セントコア山口」
において令和４年度第２回山口支部研修会が開催されまし
た。繁忙期にさしかかる中、まだまだ寒い時期ではありまし
たが62名と多数の参加人数でした。
最初の演題は山口市（全国、山口県）の空家問題です。空
家の実態、社会情勢の説明から始まりました。山口市（山
口県とも）の空家率は17％で全国平均の13％よりかなり高く
なっています。人口が減りまた社会
的人口流出が多い地方都市では今後
も空家が増えていきます。空家バン
クなどの対策はありますが、根本的
解決には、なかなか至っていません。
二番目の演題は相続登記の義務化
です。今までは相続が発生しても、
不動産の名義を変えないまま何年も
（何十年も）放置されていた不動産
ですが（ペナルティが無い為）、不

動産登記法の改正により（令和６年４月１日施行）相続発生
から３年以内に相続登記申請をしなければいけないことに
なりました。正当な理由がないにも関わらず申請をしなかっ
た場合には、10万円以下の過料が科される事があります。ま
た見直しポイント⑵は、相続により土地の所有権を取得した
相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にす
る制度です。無条件に帰属できるのではありませんが、これ
も新しい土地処分のあり方になると思われます。（令和５年
４月27日施行）講師の司法書士である福田修平さんは、登記
の専門家であるのはもちろんですが、とてもわかりやすく説
明されて、終了後（休憩）多くの会員さんからとても良かっ
た、よく理解できたと称賛されていました。
ＷＥＢ研修（動画）は、やはり聞くだけの一方通行（手元
資料無）である事、講師の早口の関係もあり良く理解出来ま
せんでした。（個人の感想）
今後も会員の皆様に役に立つ研修を実施していきたいと
思います。

法務委員長　竹下 雅樹

令和４年度　第２回山口支部研修会令和４年度　第２回山口支部研修会

会 員 の う ご き

16

支部だより



業者名 免許有効期限
㈱HMホームマネジメントほもやらん 令和５年７月18日
熊野舗道工業㈱ 令和５年７月19日
㈱アクトホーム 令和５年７月25日
山口不動産㈱ 令和５年８月６日

免許更新のお知らせ

総務委員　田原 智彦

ひとあし、お咲きに「本部八重岳桜まつり」ひとあし、お咲きに「本部八重岳桜まつり」

沖縄三大桜祭りの一つ「本部八重岳桜まつり」に行って
参りました。
八重岳桜の森公園周辺には、およそ7,000本もの琉球寒緋
桜が植えられており、「ひとあし、お咲きに。」をキャッチ
フレーズに開催されている人気のイベントです。沖縄本島、
北部に位置する本部（もとぶ）町は山原（やんばる）と呼ば
れているエリアです。
毎年１月中旬から咲き始める沖縄本島の桜、北から南、
山頂から麓へと開花していくのは暖かさだけでは開花せ
ず、北から吹いてくる冷たい風に当たるなど、一度寒さを

経験して開花のスイッチが入るからだそうです。桃や梅の
花のような濃いピンクの色の花が下向きに咲き、ソメイヨ
シノのように花びらが舞って桜吹雪になることはなく、花
の萼が付いたままポトリと潔く落花するのが特徴で、南国
らしい濃いピンクが青空に映えとても美しく、しばし見惚
れておりました。
2023年ソメイヨシノの本土「桜開花予報」西日本ではや
や早いから早いの予想です。春の風物詩一の坂川のお花見
も楽しみ、春の訪れを感じています。

新入会員のご紹介

山口第一株式会社山口店
（R

リ ノ ベ ア

inovea山口店）
事業部長　髙橋 洋祐

この度は、山口県宅建協会山口支部に入会させて頂
きました山口第一株式会社山口店（Rinoveaリノベア山
口店）の髙橋と申します。
この先、不動産の住宅買取再販を通して、山口の活

性化にお役に立てるよう尽力して参ります。
また弊社は交通事業としては古くからありますが、

不動産業としては新参者です。今後とも皆様のご指導
ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

〒753-0074　山口市中央４丁目６番５号
　　　　　  セントラル第一ビル１F
TEL 083-976-4380　FAX 083-976-4388

業者名 免許有効期限
中国住宅建設工業㈱ 令和５年８月８日
㈲芳西工務店 令和５年８月15日
信和不動産㈱ 令和５年８月17日
ニューハウス 令和５年９月１日

不動産ライズ合同会社

代表社員　柳 直樹

この度、（一社）山口県宅建協会山口支部に入会させてい
ただきました、不動産ライズ合同会社の柳直樹と申します。
不動産業全般を取り扱って参りますが、前職のエミアス

では不動産賃貸業をメインにしていたこともあり、得意分
野は物件の空室対策です。
私で少しでもお役に立てる事がございましたら、同僚のご

とくお気軽にご相談、ご指示くだされば幸いでございます。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

〒753-0814　山口市吉敷下東２丁目６－５
　　　　　  リアライズⅤ105
TEL 083-902-6919　FAX 083-902-6919

免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課へ提出して下さい。
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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周南支部 Shunan

令和４年度地域貢献活動・地域交流事業令和４年度地域貢献活動・地域交流事業

日時：令和４年11月19日㈯ ９：00～12：00　　場所：周南市港町公園

周南支部では県本部の地域貢献活動の実施に当たり業務委員
会、箱崎支部長で検討をいたしました結果、支部長の発案で「実
際に汗を流したボランティア活動をする」とのことになり今回
「山口県釣り団体協議会主催の海岸漂
流物の収集撤去作業」に協賛し資金の
提供をするとともに会員有志がボラン
ティアで参加、他団体との交流を実施
しました。
当日は天候にも恵まれ10団体総勢
130名が参加し宅建協会周南支部は会
員有志とその家族24名が参加し汗を流
しました。ご参加いただきました皆様

にはお礼申し上げます。
来年以降も活動を継続してまいりたいと思いますので多数
の会員の皆様のご参加をお願いいたします。

業務委員長　佐野 弘

令和４年度周南支部忘年会開催令和４年度周南支部忘年会開催

日時令和４年12月７日㈬ 18：00～　　場所：ホテルサンルート徳山

2022年12月７日㈬、ホテルサンルート徳山にて、３年ぶりに
忘年会を実施しました。
まだまだ新型コロナ感染症は終息こそしていませんが、計80
名の方が参加して下さいました。
当日は、佐野副支部長の開会挨拶から始まり、箱﨑支部長、
来賓者様からは、盛り上がりの予兆を感じるようなご挨拶を頂
きました。
そして司会から“新型コロナ感染対策中の会食におけるマナー
等の注意事項”のアナウンスがあった後、三牧武彦様（三牧不動
産社長）の音頭による乾杯で、いよいよ会食がスタートしました。
スタートして間もなく、新入会員の紹介が行われました。こ
こでも“これから一緒に業界を盛り上げていこう”という温かい
空気が感じられました。
宴会が盛り上がってきたところで、【抽選くじ】が始まりま
した。
今年は、景品を10位まで（当選者10人）とし、１位から10位
まで、総務委員会で参加者の方が欲しいと
思って頂けるようなものを考えて準備しま
した。
箱﨑支部長が引いたくじの数字が読み上
げられるたび、会場のあちこちから歓声や
落胆の声が上がり、当選された方がステー
ジに上がって見せる表情をみていると、景
品選びをした甲斐があったと、安堵と嬉し
い気持ちになりました。
そして次には、恒例の大イ
ベント【じゃんけん大会】が始
まりました。
全員が500円玉一枚を握りし
め、二人一組となってじゃん
けんをします。負けた人は勝っ

た人にお金を渡していき、１位の人が総取りする弱肉強食のゲー
ムで、運と脳と体の瞬発力がものをいうじゃんけん、されどじゃ
んけんに大いに盛り上がりました。
今年の栄光に輝いた勝者は･･･なんと･･･兼子総務委員長でし
た。忘年会の司会を含め、大変ご苦労様でした･･･と労いの気持
ちを込め、参加者全員が納得での、拍手喝采でした。おめでと
うございます。
白熱のゲームも終え、楽しい時間はあっという間、木本安信
様（木本商事㈱）の音頭で一本締めをし、忘年会はお開きとなり
ました。
来年はもっと沢山の会員の皆様にご
参加頂き、皆で楽しめる企画を総務委
員で考えていきたいと思います。
参加者皆様の素敵な笑顔が嬉しくも
あり、印象に残った時間でした。
来年は良い年になるな･･･と思い、
会場をあとにしました。

【来賓者】
周南市長　　藤井律子様
山口県議会議員　友広巌様
山口県農業協同組合周南統括本部　周南ローンセンター
　近藤卓也様　橋本達夫様　太田将勝様
中国労働金庫ローンセンター徳山
　岡崎昭博様　岡崎三典様

【抽選くじ・景品】
１位　５万円分の旅行券
２位　ロボット掃除機
３位　シャワーヘッド・ミラブル

総務委員　長谷川 美佳

会場の様子新入会員ご紹介

藤井周南市長挨拶

箱崎支部長挨拶
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新入会員のご紹介

株式会社ＣＲＡＳＵＭ
（クラスム）
代表取締役　田中 愛未

この度、山口県宅建協会周南支部に入会させ
て頂きました、株式会社ＣＲＡＳＵＭの田中愛
未と申します。入会に際し周南支部会員及び事
務局の方々には大変お世話になり感謝申し上げ
ます。未熟者ですが、業界の発展と地域貢献に
努力してまいります。ご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。

山口県周南市新町１-５
TEL 0834-33-8513　FAX 0834-33-8528
山口県知事⑴第03793号

会 員 の う ご き
○代表者変更
　㈱岡本建設 岡本　正雄　→　岡本キヨ子
　㈱田村ビルズ周南城ヶ丘店 手島　大介　→　木村　　瞳
　エムズホーム㈱ 守田　三郎　→　北川　義昭
　㈱スクエア下松店 桑原　唯史　→　藤谷　貴司
　㈱みうら 三浦　和久　→　三浦　崇嗣
○専任取引士変更
　㈱第一 西川　真徳　→　村谷　　剛 
　㈱スクエア下松店 長野　寛之　→　藤谷　貴司
○専任取引士増員
　㈱第一　　　　　　　　　　河野　健二
○専任取引士退会
　㈱田村ビルズ周南城ヶ丘店　手島大介
○住所・電話・ＦＡＸ変更
　㈲ナオコーポレーション
　　光市中央２丁目７番８号　→　中央１丁目８番９号
　　0833－44－7455　→　0833－48－5670
　　0833－44－7456　→　0833－48－5673
○退会
　㈲中国地研　　　　　　　　井上　敏昭
　おいでませ不動産　　　　　山本　　寿

令和４年度第２回支部研修会令和４年度第２回支部研修会

日時：令和４年12月19日㈪ 13：30～　　場所：周南地域地場産業振興センター

第１講　演題　「インボイス制度のあらまし」「不動産業における消費税の取り扱い」
　　　　　　　「インボイス制度移行後における変更点と留意事項　質疑応答」
　　　　講師　すみだ税理士事務所　税理士　澄田　卓也　様

第２講　「納税証明書のネット請求・電子納税証明書・キャッシュレス納付、
e-tax及びインボイス制度特設サイトについて」　徳山税務署　様

第３講　「不動産広告の表示規約改正と最近の違反事例、相談事例について」　※　WEB研修

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念された中、無事令和
４年第２回支部研修会を開催され、60名近い参加人数を頂き
ました。
今回は、今一番関心度が高い話題の一つ、インボイス制度移
行後における不動産業者として知っておくべき知識を発表さ
れたばかりの令和５年度税制大綱の内容も加味した上で澄田
卓也税理士に講談頂きました。
最初は、インボイス制度の概略を説明頂き、一番関心が高い
のは不動産業者として顧客から話しがあった場合にどう答え
るべきか…ここに限ると思います。
顧客に対し免税事業者もしくは課税事業者どちらの選択を
するか、原則課税もしくは簡易課税をするか、それぞれどちら
かを選択することになりそうすね…どちらが良いとアドバイ
スできるのは税理士のみで
すので詳しくは税理士に相
談して下さい。これが対応
方法として良さそうです。
来年以降、相談があれば実
践してみたいと思います。
くれぐれも税務判断となる
ような回答は、税理士法違
反になりますのでご注意下
さいませ。

第二講は、徳山税務署より納税証明書のネット請求、キャッ
シュレス納付等についてご案内を頂きました。今は、宝くじも
ネットで買える時代（最近まで知りませんでした。）なので納税
もIT化進んでいることを認識致しました。機会があれば試し
てみたいと思います。
最後に第三講として、全宅保証のWEB研修研修である不動
産広告の表示規約改正について視聴しました。以前、県研修会
で講談頂いた内容の再確認の機会となり、昨今におけるネット
情報社会においておとり広告と言われないように気をつけてい
きたいと思います。
ご参加頂いた会員様誠にありがとうございました。今回ご参
加頂けなかった会員様も次回は是非ご参加下さいませ。

法務委員長　原田 浩司

講演の様子澄田卓也税理士 箱﨑支部長挨拶
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岩国支部 Iwakuni

業務委員長　安本　渉

本年度、岩国支部の社会貢献事業として錦
帯橋ロードレース大会の前日清掃活動を実施
しました。
繁忙期真っ只中での開催となりましたが、
岩国支部会員20社41名の参加をいただき、ロー
ドレース大会のスタート・ゴール地点やメイ
ン会場周辺のゴミ収集作業を実施しました。
当日は朝８：00からの開催でまだまだ寒さ
も残る中でしたが、参加者全員がハトマーク
ビブスを身にまとい、一片のゴミも残さない
ようにとの掛け声のもと精力的に作業をして
いただきました。
地元のケーブルテレビや新聞社も取材に来ていただ
き、宅建協会岩国支部ならびにハトマークのPR活動に
繋がった事と思います。また、支部会員同士の交流にも
繋がり、意義のある社会貢献事業ができたと嬉しく思い
ます。
当日参加いただきました会員皆様、お忙しい中、あり
がとうございました。

社会貢献事業　錦帯橋ロードレース大会　前日清掃社会貢献事業　錦帯橋ロードレース大会　前日清掃

令和５年１月16日、岩国国際観光ホテルにて総勢68名の
会員の皆様にご参加いただき、岩国支部講習会が開催され
ました。
第１講は、「火災予防について」岩国地区消防組合本部の
松永様にご講演いただきました。
第２講は、Web研修動画視聴にて、「宅地建物取引に関す
る最近の裁判事例」について学びました。
第３講は、「渉外不動産登記の実務」について司法書士　
片山竜児様にご講演いただきました。「外国人・外国法人は
日本の不動産を取得できるか」ということについて国際法
やそれに伴う実
質法について分
かりやすく説明
していただき、
外国人、外国法
人も日本の土地
を購入すること
ができることを
法律で確認しま
した。

第４講は、「インボイス制度について」税理士　山本修様
にご講演いただき、令和５年10月より始まるインボイス制
度について詳しく教えていただきました。インボイスであ
れば消費税を支払った証明書と認め、これがないと消費税
の仕入れ控除が出来ないという事です。
新年早々、本当に有意義な講習会になったと思います。
参加された会員の皆様、本当にお疲れ様でした。

法務委員　岡本 秀之

新年支部講習会開催新年支部講習会開催
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新入会員のご紹介

株式会社　中谷工務店
代表取締役　中谷 泰周

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、株式会社中谷工務店の中谷泰周と申します。
建築リフォーム業を主な仕事としております。不動産事
業と連携して地元地域に少しでも貢献できればと思ってお
ります。
どうか皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。

〒740-0062
玖珂郡和木町瀬田２丁目４－29
TEL 0827-53-2334　FAX 0827-28-4374
山口県知事⑴第3795号

法務委員　岡本 秀之

新年支部講習会の後、新年互礼会が開催され、総勢57名の皆様に参加頂きました。
来賓として、岩国市長　福田良彦様、岩国商工会議所会頭　安本政人様、山口県宅建
協会会長　尾村成一様、山口県議会議員畑原勇太様の秘書　藤井明宣様、日本政策金融
公庫岩国支店長　小寺学様、中国労働金庫岩国支店長　石村一将様、講習会講師２名の
方々にご臨席を賜りました。３年ぶりの開催で、多くの方が待ち望んでいた新年互礼会
です。ビンゴゲームを挟みつつ美味しい料理とお酒を楽しみ、賑やかで笑顔いっぱいの
会場になりました。
今年も一年、地域の発展、業界の発展に貢献できますよう、お集まり頂いた皆様のご
多幸とご健勝をお祈り申し上げます。

新年互礼会開催新年互礼会開催
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柳井支部 Yanai

令和４年12月１日㈭午後６時より柳井グ
ランドホテルにおいて忘年懇親会を開催し
ました。主計支部長の挨拶、乾杯のご発声
で始まり、出席者９名の少人数での開催と
なりましたが、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
により一本締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４年度忘年懇親会開催令和４年度忘年懇親会開催

令和５年１月20日㈮午後２時より柳井市文化福祉会館２階
視聴覚室において柳井支部研修会が開催されました。当日は
支部会員８業者９名と柳井商工会議所他６名の15名の方が出
席されました。
全国的に増え続けている空き家が社会問題となっていま
す。柳井支部では空き家・空き店舗を有効に活用する町づく
りの取り組みを推進されている国土交通省　元住宅局長　伊
藤明子氏、山口県議会議員・弁護士の有近眞真知子氏をお迎
えし、「ごちゃまぜ！のまちづくりについて（空き家・空き店

舗対策、輪島ＫＡＢＵＬＥＴについて）詳しくご説明して頂
きました。
世代の違いや障害の有無に関わらず多様な人々がそこで
共に働き暮らせる“まちづくり”の講習を、皆さん熱心に受
けておられました。
今後も空き家・空き地問題は大きな課題です。低未利用地
の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長や、譲
渡価額要件の上限が800万円に引き上げられました。空き家
の発生を抑制するための特例措置の延長・拡充など、今回の
税制改正等を会員の皆様が有効に活用し取引を推進して頂き
たいと思います。

令和４年度第２回支部研修会開催令和４年度第２回支部研修会開催

国土交通省元住宅局長
伊藤明子氏

山口県議会議員・弁護士
有近眞知子氏

免許更新のお知らせ
業　者　名 免許有効期限 書類提出期限

㈱明和産業 令和５年５月18日 令和５年４月17日

㈱島屋ドアビルド 令和５年６月10日 令和５年５月９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/soshiki/135/24291.html
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調査員から
マンション・アパート等の管理員、管理会社、管理組合の皆さまへ

2023（令和５）年国民生活基礎調査のお知らせ
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　賃貸人が、賃借人に賃貸借契約の終了に基づく

賃貸建物の明渡しを、また、連帯保証人に連帯保

証契約に基づく滞納賃料の支払いを求めたのに対

し、賃借人からは解約の効果が発生していない、

連帯保証人からは改正民法後の法定更新において

極度額の合意がないので保証契約は無効と主張し

た事案において、解約申入れにより契約は終了し

た、また、更新のない連帯保証契約には改正民法

は適用されないとして、賃貸人の請求がすべて認

容された事例（東京地裁 令和３年４月23日判決ウ

エストロー・ジャパン）

１　事案の概要

　平成28年10月、賃貸人X（原告）は賃借人Y１（被

告）との間で住宅賃貸借契約（本契約）を締結し、

また、Y１の父親Y２（被告）との間で、Y１の本

契約に基づく一切の債務を保証する連帯保証契約

を締結した。

　平成30年11月、本契約は、月額賃料９万円で、

次の特約が付され更新された。

　①Y１はXに対して１か月前までに解約の申入

れを行うことにより、本契約を終了することがで

きる（13条１項）。

　②Y２の連帯保証債務については、本契約が合

意更新あるいは法定更新された場合も同様とする

（19条１項）。

　その後、Y１は、令和元年10月から12月分の元

年賃料のうち25万円の不払に陥ったためY２が支

払い、さらに、令和２年６月分までの賃料不払い

34万円についても、Y２が支払った。その後も、

Y１は、令和２年11月分までの賃料36万円を滞納

したため、本件建物の管理会社が、Y２に同額の

支払いを催告したが、Yらから支払いはなかった。

　なお、令和２年10月15日に、Y１からは、管理

会社に、同年11月15日に退去する旨の連絡があり、

Xは、本件賃貸借契約13条１項に定める解約通知

として受け入れたが、Y１は、既に本件建物に居

住していないものと思われるものの、Xと連絡が

とれない状態のまま本件建物内に動産類を残置し

ており、令和２年11月15日までに本件建物から退

去して本件建物を明け渡すべき義務を履行しな

かった。

　なお、令和２年11月13日、本契約は法定更新さ

れた。

　管理会社が、Y１との連絡を試みても、一切の

連絡をとることができず、また、同年11月19日に、

Y２と連絡をとったが、これ以上の支払いはでき

ない旨の回答があった。

　Xは、Y１の解約申入れにより本契約は合意解

除された、また、Y１との間の信頼関係は破壊さ

れているとして、Y１に対し、建物の明渡しを、

Y２に対し滞納賃料の支払いを求め提訴した。

　これに対し、Y１は、解約申入れ後、管理会社

から指示された手続きを行っていないので解約の

効果が発生していない、Y２は、本契約の法定更

新において極度額が定められなかったことによ

り、法定更新後の連帯保証契約は無効と主張した。

－法定更新と連帯保証契約－

改正民法後の法定更新において極度額の合意がないことか
ら連帯保証契約は無効との保証人の主張が棄却された事例

（東京地判 令３・４・23 ウエストロー・ジャパン）室岡　彰
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２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示して、Xの請求をす

べて認容した。

　Y１が、令和２年10月15日、管理会社に対し、

同年11月15日に退室する旨連絡したこと、本件賃

貸借契約13条１項は、Y１は、Xに対し、１か月

前までに解約の申入れを行うことにより、本件賃

貸借契約を解除することができる旨定めているこ

と、管理会社の担当者が、Y１に対し解約明渡し

の手順について説明したこと等の事実が認めら

れ、これらの事実を踏まえると、Y１は、同年10

月15日、Xに対し、本件賃貸借契約の解約の申入

れをしたものというべきである。

　Y１は、管理会社の担当者から指示された手続

をその後に行っていないことを根拠として、解約

の効果が発生していないと主張するが、同不作為

は解約申入れの効果を妨げるものではないから、

Y１の主張は、採用することができず、したがって、

本件賃貸借契約は、令和２年11月15日の経過を

もって解除されたものと認められる。

　Y２は、本件連帯保証契約について、改正民法

が適用されるとの前提で、改正日以降に発生した

Y１の債務について責任を負わないと主張するが、

本件連帯保証契約は、改正民法の施行日（令和２

年４月１日）より前に締結されたものであり、そ

の後、本件賃貸借契約の更新に合わせて同保証契

約が更新されることもなかったから、改正民法の

適用がなく（平成29年法律第44号附則21条１項）、

また、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事

情は認められないし、本件賃貸借契約の19条１項

が、連帯保証債務について「本契約が合意更新あ

るいは法定更新された場合も同様とする。」と定め

ていることから、Y２において、各更新（平成30

年11月４日付けの合意更新及び令和２年11月13日

の法定更新）後の本件賃貸借契約から生ずるY１

の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意が

されたものと解するのが相当であり、Y２の主張

は、採用することができない。

３　まとめ

　令和２年４月１日の改正民法施行により、極度

額の定めのない個人根保証契約は、民法第465条

の２（個人根保証契約の保証人の責任等）の規定

により無効となったが、民法改正前に締結した連

帯保証契約においては、同契約が、賃貸借契約の

更新等に併せ更新されなければ、同条文の適用は

なく、連帯保証人は、民法改正後の賃貸借契約更

新以降に発生する賃借人の債務を保証することと

なる。

　本件は、この内容を反映した判決となっている

が、判決の根拠として、賃貸借契約の更新に合わ

せて保証契約が、更新されることがなかったこと

とともに、賃貸借契約書の記載に、連帯保証債務

について「本契約が合意更新あるいは法定更新さ

れた場合も同様とする。」と定めていることが挙げ

られている。

　このような文書を賃貸借契約書に入れておくこ

とは、極度額を定めることとなった民法改正後の

連帯保証契約においても、賃貸借契約の更新が法

定で更新された場合でも、連帯保証人は、賃借人

の債務を保証する必要があることが一義的に定義

されていることから、トラブル防止のために有効

と考えられる。

（調査研究部調査役）

（一般財団法人 不動産適正取引推進機構 RETIO　より転載）
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
入　　会

1 下関 （1）3797 ㈱とよら不動産 前田　　宰

2 山口 （6）2815 山口第一㈱山口店 髙橋　洋祐

3 下関 （1）3799 ㈱エコビルド 安成　信次

4 岩国 （1）3800 ㈱由宇商事 友田　洋介

5 宇部 （1）3798 富士産業㈱ 田村　　稔

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者
承　　継

旧

岩国
（7）2486

サンリブ地所
柴田　光雄

新 （1）3801 柴田　康子

退　　会

1 岩国 （4）3182 ㈱由宇商事 友田　洋介

2 下関 （6）2739 河津建設㈱ 河津　政昭

3 宇部 （14）660 村上建設工業㈱ 村上　貴洋

4 周南 大臣（11）3122 積水ハウス不動産中国四国㈱山口営業所徳山オフィス 梶山　健吉

入 退 会 等

協 会 の 動 き
12月

1 木 第４回法務委員会 於 会館 出席者10名

6 火 相談・苦情解決・弁済業務研修会 於 WEB 尾村、上田

8 木 西日本不動産流通機構説明会 於 WEB 大田

9 金 全宅管理第４回理事会 於 WEB 主計

12 月 全宅保証第３回苦情解決・研修
業務委員会 於 東京 尾村

13 火 西日本不動産流通機構第３回理
事会 於 広島 尾村

14 水 第３回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 岡山 出席者５名

15 木
第５回宅建士法定講習会 於 K D D I

維新ホール 原田

宅建試験事務統括会議 於 東京 上田、事務局

20 火
第４回常務理事会 於 会館 出席者８名

第６回理事会 於 会館 出席者25名

22 木 第２回意見交換会講演（山口エリア）於 K D D I
維新ホール 事務局

１月

12 木 第５回総務委員会 於 会館 出席者12名

17 火 第５回業務委員会 於 会館 出席者７名

23 月 全宅管理山口県支部研修会 於 会館 出席者40名

25 水 第２回開業支援セミナー 於 会館 出席者15名

30 月 全宅連・全宅保証新年賀詞交歓会 於 東京 尾村

２月

6 月 第４回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 愛媛 尾村

9 木 山口県居住支援協議会事業説明会 於 山口 出席者７名

10 金 第５回法務委員会 於 会館 出席者11名

14 火
第６回宅建士法定講習会 於 会館 中尾

西日本不動産流通機構理事会 於 広島 尾村

15 水 第２回意見交換会（美祢エリア） 於 美祢 事務局

16 木 全宅管理第３回業務企画委員会 於 WEB 主計

21 火
第５回常務理事会 於 会館 出席者８名

第７回理事会 於 会館 出席者23名

22 水 第１回全宅連中国地区会長会 於 広島 尾村
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宇部支部お薦めシリーズ 83

宇部支部　中尾啓子

　 私の好きな神社のご紹介をさせて
いただきます。宇部で有名な琴崎八幡
宮から北へ１㎞くらいのところに日吉

神社があります。東京にいる義兄から「ここはパワース
ポットだからぜひ行ってみて」と言われたのがきっかけ
でした。
　日吉神社には狛犬ならぬ狛猿が鎮座しています。社
殿に向かって右手に『聞かざる』左手に『言わざる』が
います。奉献された年月を調べてみると1817年、約200

年以上前です。
　由緒書に日吉大社では猿は神の使いとされている
が、猿の石像が『狛犬の代わり』にされているのは、全
国でもこの日吉神社だけと言われ、大変めずらしがられ
ているとあります。
　申年の私にとって日吉神社は親近感があり、パワー
をもらっています。お近くを通られた際にはぜひ狛猿を
見に行かれてみて下さい。

時事雑想

秋 吉 台

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

　秋吉台は、美祢市の中・東部に広がる日本最大
級のカルスト台地です。
　毎年2月に行われる山焼きの後にはいろいろな
草花が芽吹き始めます。
　植物図鑑を持ってのハイキング？トレッキング？
もなかなか楽しいものです。
　皆さんもぜひ一度おためしあれ！

オキナク ザ

キンラン

オカトラノオ

オキナク ザ

オカトラノオオカトラノオ
リンド ウ

ススキヒメヒゴタイ　ヒトリシス ガ

ウメハ ヂソウウメハ ヂソウ 　皆さんもぜひ一度おためしあれ！

ヒメヒゴタイ

リンド ウ

　ヒトリシス ガ

ウメハ ヂソウ
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