題

字

山﨑孝明 江東区長

東京スカイツリーと同じ高さ ６３４ｍ 上空から眺める江東区（ 資料提供：江東区広報広聴課 ）
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盛 夏 号
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 江東区支部

倫理綱領
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

ご指導よろしくお願いいたします
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
江東区支部 支部長

岩﨑 健恭

責任をもって社会に貢献する。
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。
我々会員は 、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
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。

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。
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新支部長 岩 﨑 健 恭 ごあいさつ
会長・本部長 池 田 行 雄 ごあいさつ
江東区支部第１回通常総会開催
平成２４・２５年度江東区支部役員紹介
委員会・小委員会報告

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より江東区支部に対しまして、ご理解ご支援を賜りまして誠にありがとう
ございます。
さて、私こと、本年４月の支部総会におきまして支部長に選任されました。若輩者で
経験も浅く、不慣れな点も多々ございます。どうか倍旧のご指導を賜りますようお願い
申し上げます。
本年４月１日より、東京都宅地建物取引業協会は公益社団法人となりました。
本部では ＜政策提言＞＜消費者保護＞＜教育育成＞＜社会貢献＞＜地域密着型支部
活動＞の５事業を重点施策としております。江東区支部におきましても、公益性重視の
事業推進・財務運営が求められます。先般、江東区と「 高齢者世帯への民間住宅あっせん
事業 」の協定を締結致しました。これは、住宅にお困りの高齢者を対象に、区役所内に
窓口を開設し、他団体と交代で相談・あっせんを行うというものです。早速、私も相談
員として受付対応してきました。高齢者の方とお会いしますと、お元気で実年齢よりも
若々しい印象でした。そして、転居理由やご事情等を詳しくお聞きすることも出来、元
付けの会員の方へ希望をリアルにお伝えできました。もちろん、簡単にお部屋は見つかり
ませんが「生のコミュニケーション」の良さを感じました。
江東区では、７０歳以上の独居高齢者には「見守り事業 」で入居者の万一に備え、家主
様の不安を軽減するサービスや謝礼金も用意しています。空室対策として、公益事業へ
のご支援として、各家主様へ高齢者入居許諾を働きかけていただければ幸いです。紹介
可能な物件がございましたら支部まで情報をお寄せ願います。また、
「保育施設物件情報
提供事業 」の協定も江東区と締結致しました。詳細は支部ホームページなどに掲載して
おります。こちらも該当物件ございましたら是非ご紹介賜りますよう重ねてご協力の程、
よろしくお願い申し上げます。
これから２年間、会員各位の発展・消費者保護のために各役員の皆様と力を合わせ、支
部運営並びに本部とのパイプ役に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

役員会ニュース
江東区と提携 高齢者世帯民間住宅あっせん事業スタート
地区会報告 ＆ 研修会報告
特集 〜 江東区の美しき水門たち 〜
青年会報告 ＆ 研修会報告
新入会員 ＆ 転入会員のご紹介
編集後記
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プロ

フィー
出
身：昭和３６年３月 江東区亀戸に生まれる
ル
最 終 学 歴：昭和５８年３月 日本大学卒業
職
歴：昭和５８年４月 健康器具メーカー就職
昭和６１年３月 賃貸管理業に転職 〜 宅建免許取得
昭和６２年５月 ドリームホーム開業 後に ㈱ドリームジャパンに組織変更
平成 ８年４月 江東宅建青年会会長就任
平成１２年３月 同退任 〜 支部役員（ 共済会・厚生委員会・財務委員会 ）〜 現在
趣
味：街歩き・旅行・ゴルフ・スキー・読書・落語
好きな言葉：「凡事徹底」「一期一会 」

会員の皆様と共に明日の都宅協を築く
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 会長
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部長
東京都不動産協同組合 理事長

池田 行雄
５月２８日開催されました公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第１回定時
社員総会におきまして、江東区支部の岩﨑支部長を始めとする多くの役員、会員の
皆さまのご支持を戴き、引き続き会長職を務めさせて頂くことになりました。今後
とも、協会の発展のため、皆様方のご支援、ご協力を頂きながら協会運営に当たる所存
でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
さて、我が国を取り巻く社会・経済は、東日本大震災、原発事故から1年余が経過
するも、未だ日本社会に大きな影を落としております。海外ではヨーロッパの財政
危機から派生した信用不安など、国の内外を問わず政治・経済共に不透明な状況で
あります。それゆえに、今こそ、我々業界が力を結集し、内需拡大の牽引役として、
不動産流通の活性化に努め日本経済回復の一翼を担いたいと考えています。
今年度は、本会として重点的に３つの課題に取り組んでまいります。
まず初めに、消費者保護と景気浮揚の観点から東政連と連携して政策提言を強化
してまいります。特に、会員・消費者に影響を及ぼす「 消費税増税 」
「 民法改正 」、
及び「ＴＰＰ（ 環太平洋戦略的経済連携協定 ）」につきましては、その動向を注視して、
適宜適切な要望活動を行います。一方、国の新たな重点施策として、
「 中古不動産
流通市場整備・活性化事業 」が始まります。数年後の流通市場は欧米並みに「 中古
住宅市場 」が「 新築住宅市場 」を上回ることを想定しています。本会としてもこの
事業に積極的に対応し、新時代に対応する会員の業務支援に努めてまいります。
２点目は、会員支援業務の柱として、組合と共同開発した「ハトマーク東京不動産 」
の普及・促進を図ると共に、使い易く反響のとれるシステムに進化・発展させるなど、
「ハト」さんの一層の充実を図ってまいります。みんなで使ってみんなで育てましょう。

江東区支部

第１回

通常総会 開催

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部第１回通常総会が、４月
２４日（火）江東区亀戸アンフェリシオンに於いて開催されました。
４月１日に公益社団法人としてスタートして、初の総会となりました。
総会は午後６時、豊田副支部長の開会
の辞により始まり、杉浦支部長がこの８
年間を振り返り、また特にこの２年間の
支部事業に対して会員皆様の多大なご協
力をいただいたことへの感謝の気持ちを
述べられました。また、公益社団法人へ
の移行がスムーズにできたこと、これから
も本部支部一体の事業・財務を目指して
おり、会員皆様のさらなるご協力をお願い
▲ 冒頭で杉浦氏がご挨拶
し総会に際しての挨拶がありました。
議事進行の議長には新谷紀雄相談役と倉持強相談役のお二人が選任され、
両議長の円滑なる議事進行にて、報告第１号から第６号までスムーズに承認
され、議案第１号の支部幹事候補選任
の件では支部幹事候補が原案通り承認
され、議案第２号支部長選出の件では
岩﨑健恭氏が新支部長として承認され
ました。また、議案第３号本部支部役員
選出の件でも原案通り承認されました。

３点目は、公益社団法人に相応しい、協会の将来像を見据えた組織・財政改革を
実施します。当面、本部・支部の事務合理化、支部事務所の統合準備、入会手続きの
簡素化、会員管理の一元化、会費徴収や配送業務のアウトソ−シングなどを考えて

▲ 議長は新谷相談役（ 左 ）と倉持相談役

います。
これらについては、事務合理化推進特別委員会を設置し、鋭意検討して頂き機関
決定をへて出来るところから順次実施して行きたいと考えています。皆様のご理解
とご協力をお願い致します。
最後に我が業界を取り巻く環境は、決して楽観できませんが、支部・本部役職員の
総力を結集して、
「 信頼 」と「 改革 」を標榜し、困難を乗り越え、明るい未来の展望を
もって新たな時代を築いていきたいと思います。
皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

▲ 議事進行を見守る執行部

▲ 新支部長に選出された岩﨑氏

この後、新支部長に選出されました
岩﨑氏が新支部長としてのご挨拶を行
い、今総会をもって退任される役員を
代表して前支部長杉浦富夫氏に感謝状
と記念品が授与されました。

杉浦前支部長からのごあいさつ
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

▲ 杉浦前支部長（ 退任 ）へ感謝状

▲ 森本顧問の音頭で乾杯

総会終了後、引き続き懇親会が開催
され、岩﨑支部長の総会が無事終了し
たことへの感謝の意を込めた挨拶の後、
▲ 新支部長としてスタート
森本大造顧問のご発声により乾杯をし、
ささやかな宴が始まりました。退任役員の皆様に岩﨑支部長から感謝状と記念
品が１人１人に手渡され、来賓として
ご出席いただきました山﨑孝明区長並
びに山﨑一輝都議からお祝いのご挨拶
を賜り、会員皆が時のたつのを忘れる
ほど和やかなひとときを過ごさせてい
ただきました。最後に三川薫相談役の
中締めで閉宴とさせていただきました。

杉浦 富夫

平成２３年度まで、８年間４期当支部
において支部長として務めさせて頂き
ましたが、皆様方のご支援・御協力に
感謝いたします。
今期から岩﨑健恭氏が、支部長に就任
致しましたので宜しく一層のご支援・御
協力をお願いいたします。
私は、今期より２年間都宅協の副会長
として務めさせて頂きますので宜しく
ご指導・御鞭撻を頂きたいと思います。 ▲４期８年間、本当にご苦労さまでした。
本部では、宅建試験対策特別委員長として指名をうけましたが、
宅建試験の受験者も年々増えて来ております。一生懸命に取り組み
たいと思っております。
これから、民法も大きく変わるようですし、アメリカの企業もそれ
により日本に進出しやすく成るようです。この業界にどのような
影響がでるか見守りたいと思います。
また、今期から公益法人としてスタートしたわけですが、会員の
方々の支援が疎かに成らないように見守っていきたいと思います。
色々な問題が山積しているように思われますが、皆様と一緒に取り
組んで行きたいと思いますのでこれからも宜しくお願いいたします。

会員定数：２４３名（ 他に準会員２２名 ） 出席会員数：４７名

▲ 懇親会「 本年度も力を合わせて…」

議事報告

▲ 三川薫相談役による中締め

副会長

▲ 三川廣志前副支部長（ 退任 ）へ感謝状

委任状：１２１名

報告第１号
報告第２号
報告第３号
報告第４号
報告第５号
報告第６号

平成２３年度事業報告及び業務監査報告
平成２３年度収支決算及び会計監査報告
平成２４年度事業計画
平成２４年度収支予算
社員選挙結果について
新支部規定（ 準則 ）及び支部内規策定の件について

議案第１号
議案第２号
議案第３号

支部幹事候補選任の件
支部長選出の件
支部役員選任の件

平成 24・25 年度

江東区支部役員

支部長

副支部長・副幹事長

副支部長

副支部長

副支部長

岩﨑 健恭

豊田 芳博

菅

梶田 一雄

潮 来

総務委員会

社会貢献委員会

正 記

研修委員会

情報委員会

幹事長

廣

消費者保護推進委員会

嶋田 清和

財務委員会

総務委員長
総務小委員会委員長

社会貢献委員長
自主規制小委員会委員長

研修委員長
教育研修小委員会委員長

情報委員長

消費者保護推進委員長
相談小委員会委員長

財務委員長
財務小委員会委員長

大竹 哲夫

中村 義和

桐越 邦雄

庄司 明由

荒井 眞ニ

鈴木 英明

組織小委員会委員長

厚生小委員会委員長

江東宅建青年会会長

情報小委員会委員長

地価調査小委員会委員長

広報小委員会委員長

齋藤 富雄

三川 勝己

矢野 虎三

森山 政巳

松田 宗秀

星野 育子

委 員 会 ・ 小 委 員 会 報 告

委 員 会 ・ 小 委 員 会 報 告
研修委員会・教育研修小委員会

総務委員会・総務小委員会
総務委員長・総務小委員長

大竹 哲夫

研修委員長・教育研修小委員長

桐越 邦雄

○第１回ブロック研修会を開催しました。

公益社団法人への移行について
日頃より支部活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
かねてより準備してまいりましたが、東京都宅地建物取引業協会は本年４月１日より公益社団法人に
移行し、本年度は公益社団法人として初めての事業年度となります。一部委員会構成も変更となり、
総務委員会は、昨年度までの厚生委員会・組織委員会・総務委員会の業務を担当することになりました。
今期の総務委員会は、移行後の支部事業を円滑に行うため、旧委員会を引き継ぐ形で厚生・組織・総
務の小委員会を設置し、今までの業務を継承してまいります。
今期も、会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

▲ テーマⅠ 宮田 昇 税理士

総務委員会・組織小委員会
組織小委員長

○第１回支部主催研修会を下記の通り開催します。

齋藤 富雄

会員電話速見表２０１２年版の作成について
これまで隔年毎に、支部の「 会員名簿 」を発行してきましたが、本年度より「 会員
電話速見表 」のみの発行となります。９月配布を予定しております。

日
時：７月２３日（月）
会
場：かつしかシンフォニーヒルズ
テーマⅠ：平成２３・２４年税制改正
〜来るべき相続税大増税時代に備えるには〜
講師：宮田昇税理士事務所
テーマⅡ：成功者の大家さんに学ぶ
〜２１世紀の大家さんに必要な３つの知恵〜
講師：賃貸経営コンサルティング技能士
西山 雄一 氏

▲ テーマⅡ 西山 雄一 氏

日 時：１０月２日（火）
受 付：１３時３０分 〜 開演１４時 〜
会 場：ティアラこうとう
テーマ：（ 未定 ）人材育成に関する研修を予定しております。

情報委員会

総務委員会・厚生小委員会
厚生小委員長

今秋１１月１１日（日）に支部親睦会を企画しております。内容はこれから協議の
うえ上程します。限られた予算の中で、いかに会員の皆様に楽しんで頂くか、担当委員
一同、懸命に努めますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

庄司 明由

この度、広報・情報・地価調査の統括委員長として活動することとなりました。公益
法人化に伴い、役員の編成が大きく変わり、未知の分野で、どこまで出来るか分かり
ませんが、２年間お手伝いさせていただきます。

情報委員会・情報小委員会

財務委員会・財務小委員会
財務委員長・財務小委員長

情報委員長

三川 勝己

鈴木 英明

情報小委員長

森山 政巳

支部の財務内容に関わるのは初めてですが、前任の岩﨑支部長、白井事務局長に教え
を請いながら精一杯努めます。ご協力をお願い致します。
早速ですが、会費の納入時期が過ぎており、未納の会員各位には、お支払をお願い致します。

６月１日〜７月３０日、
「ハトマーク東京不動産 」
（ 通称：ハトさん）の説明会・研修
会を行いました。（ 協同組合主催、計１２回 ）。当支部の「ハトさん 」加入会員は現在
２０社。登録物件を増やしてエンドユーザーの注目を得るために、ご加入をお願い致します。
本年度、インターネット関連の研修会を計画しています。

消費者保護推進委員会・相談小委員会

情報委員会・地価調査小委員会

消費者保護推進委員長・相談小委員長

荒井 眞二

地価調査小委員長

松田 宗秀

公益社団法人への移行に伴い、
「 消費者保護推進委員会 」と、名称も改められ、より
一層、消費者の皆様に信頼される行動を主とした実践をさせていただきます。ご指導
ご協力をお願い致します。

平成２４年３月１日時点の、東京都行政区別地価調査につきましては、協会ホーム
ページの「 会員専用ページ」にて「 価格調査表 」を公開しております。
ぜひ、業務にご利用頂きますようお願い致します。

社会貢献委員会・自主規制小委員会

情報委員会・広報小委員会

社会貢献委員長・自主規制小委員長

中村 義和

今期も、９月中旬頃より、各地区事務所の立入調査・点検を実施させて頂きます。
また違反屋外広告物の除去作業を、各役員と回り、撤去・処分させて頂きます。ご協力
よろしくお願い致します。

広報小委員長

星野 育子

年に２回、支部報（１月「 新春号 」・８月「 盛夏号 」）を発行します。「 公益 」の本旨
に沿った誌面作りを心掛け、下町らしい身近な企画も取り入れたいと考えています。
取材・原稿のご協力をお願い申し上げます。

「高齢者世帯民間住宅あっせん事業」

役員会 ニュース
※ 公益社団法人化に伴い、「 理事会 」は「 役員会 」に名称が変わりました。

岩﨑新支部長のごあいさつの通り、本支部と区の提携事業である、高齢者世帯民間
住宅あっせん事業がスタートしました。次のような内容です。

[報告事項]
１．
「 第１回支部通常総会 」開催結果について ･･･････････････････････ 大竹総務委員長
平成２４年４月２４日（火）亀戸「アンフェリシオン」に於いて開催されました。
会員定数：２４３名（ 他に準会員２２名） 出席会員数：４７名

委任状：１２１名

平成２３年度事業・業務監査、収支決算・会計監査の各報告、平成２４年度事業
計画、収支予算、役員の選任等の各議案が審議され、原案通り、可決承認されました。
２．
「 業協会関連４団体総会・大会・総代会 」開催結果について ･･････ 大竹総務委員長
平成２４年５月２８日（月）新宿「京王プラザホテル」に於いて開催され、江東区
支部より８名が出席しました。役員選任、平成２３年度事業報告・決算書類の承認、
平成２４年度事業計画案・収支予算書案承認等の議案が審議、可決されました。
４団体

① 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第１回定時社員総会
② 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会東京本部第４０回通常総会
③ 東京都不動産協同組合第３１回通常総代会
④ 東京不動産政治連盟第３９回年次大会

なお、①の総会の結果、当支部より、杉浦富夫氏が本部副会長に、岩﨑健恭支部長
が本部理事に選任されました。そのため当支部社員２名が欠員となりましたが、先日
の社員選挙で補欠候補に選出された、菅 正記氏、梶田一雄氏が５月２９日付で社員
となりました。

✎ あっせんの方法
江東区内の宅建業者が、区役所５階の相談窓口
にて、毎週火曜の午後１時〜４時、高齢者に賃貸
情報を提供します（ 江東区支部と全日本不動産
協会城東第二支部による隔週の当番制 ）。
具体的には、
① 区報を見た高齢者から江東区に予約が入る
② 区から支部あて希望条件の記載された相談者
情報がくる
▲ 区役所５階にて。レインズを使って。
③ 当日は担当者がレインズ等を検索し、あるい
は予め用意した図面等で物件を紹介し、気に入った物件があれば、元付業者を訪ね
てもらう。
④ 直接案内したり、契約したりすることはない。あとは元付業者まかせ。

✎ 江東区の補助内容
① 家主に契約時・更新時に１５，
０００円謝礼金（ 更新時は同一仲介会社が条件 ）
② 借主に契約金の一部として家賃の２ヶ月分（ 上限１６０，
０００円 ）を補助
③ 保証料の２分の１（ 上限２０，
０００円 ）を補助（ 提携会社：日本セーフティー ）

✎ 相談にあたった大竹総務委員長の話
高齢者の住宅相談とのことで、
「 貸してもらえず困っている
方 」と思いきや、１０万円を超える高額物件を探す方、早めに
相場を知りたい方、今の賃料を下げたい方など、理由は様々で
した。区役所に高齢者用の不動産屋ができたという感じです。

３．
「 第２４年第１回城東ブロック運営委員会・協議会 」開催結果について
･･･････････ 嶋田幹事長
平成２４年６月２２日（金）日暮里「ホテルラングウッド」にて開催されました。
４．
「 平成２４年５月度入会者及び５月末会員数の確定 」について
･･･････････ 総務・組織小委員会
５月末会員数は１５，
１９９名です。

相談にきた高齢者の反応は、
「 不動産屋へも行ったけど、いいものがなくてここに来てみた」
「 親切に対応してもらい、良かった 」「 図面をもらったので、
これから行ってみてくる 」
皆さん、積極的でした。

齋藤委員長

５．
「 城東防犯協力会定期総会 」開催結果について ･･･････ 菅城東宅建防犯協力会会長
平成２４年６月１３日 亀戸「アンフェリシオン」に於いて開催され、平成２３年
度事業、収支決算、特別会計の各報告、及び平成２４年度事業計画案・予算案が決議
されました。
６．
「 深川防犯協力会定期総会 」開催結果について ････ 潮来深川宅建防犯協力会会長
平成２４年６月５日 森下文化センターに於いて開催され、平成２３年度事業、収支
決算の各報告、及び平成２４年度事業計画案・予算案が決議されました。

✎ ご協力のお願い
期待して来られた方に情報を出せないと申し訳ありません。６５
歳はまだ若いし高齢者ＯＫの物件なら何でも、たくさん情報を
いただきたいです。ご商売にも繋がると思います。
よろしく、ご協力をお願い致します。

地区会報告

砂町地区研修会

〜高齢化社会の
必須知識〜

成年後見制度 を学ぼう
きん

【 亀戸・大島地区 】 地区長 桐 越 邦 雄
平成２４年度の亀戸・大島地区会を下記の通り開催致しました。
日時：平成２４年７月６日（金）６：３０〜
場所：民謡と季節料理の店 浅草「 追分 」
当日は多少の雨の降る中、岩﨑支部長を
はじめ総勢２８名の会員の方々のご参加を
戴き、今期の地区活動を含め、色々と会員の
皆様方のご協力を御願いを致し、活力の湧き
出る 津軽三味線の生の演奏 を間近にて
堪能し、会員相互の親睦を図り、大変有意義
な会になりました。

【 深川第一地区 】 地区長 河 村 雅 彦
６月８日（金）午後６：３０より区役所前の「虎」にて班長会を実
施しました。皆様ご多忙の中、１０名の出席を頂き、公益法人以降の
運営変化および今後の世界経済の展望・日本の政局など歓談し、和気
あいあいの会合でしたが、当日はワールドカップ 日本 −ヨルダン戦
の時間と重なり、得点のたびに報告が入ると徐々に熱気を帯びた会合となり、散会の
後は後半戦ライブを観戦するため、足早に帰宅の途につきました。

【 深川第ニ地区 】 地区長 荒 井 眞 ニ
本年、５月１５日（火）午後６時３０分より「 味久：扇橋２丁目 」
にて、深川第二地区会をスタートさせて頂きました。
ご多忙の中、岩﨑支部長にご出席いただき１５名が参加されました。
本年より公益法人として宅建組合は活動しますが、初の試みゆえ
震災から１年経過し経済状況は落着いて行くどころかもっと不安定な経済の中、他
の為になす行いを皆様方としっかり話合う事を話合いました。

【 砂町地区 】 地区長 三 川 勝 己
７月４日（水）
、砂町文化センターにて、司法書士の先生をお招き
し、
「 成年後見制度の活用方法および問題点 」と題した研修会を行い
ました。総勢２０名。岩﨑新支部長を始め他地区の会員３名、一般の
大家さん２名にもご参加いただきました。不動産オーナーの高齢化
で、宅建業者には、どのようなサービスが期待されているのか考えましょう。
講義の概略をご報告します。

講師：石井綜合事務所

のり

こ

司法書士 金 紀 子 先生

１．成年後見制度とは
判断能力の不十分な人（ 例えば高齢者や知的
障碍者 ）を保護し、財産管理と身上監護の両面で
支援する制度です。
２．宅建業者か成年後見制度を利用するべきケース
① 老人ホームへ入居するため家土地を売らざる
▲ 制度の重要性を説く金先生
を得ないが、本人は認知症である。
② 父親が亡くなり相続が発生したが、母親が認知症で遺産分割協議ができない。
③ 賃貸管理をしている大家さん。本人は認知症で子供夫婦が賃料管理している。
３．成年後見制度のスタートで
取引の現場は変わった
本人に判断能力がなく、息子が代理で手付
契約したが、決済引渡しの段になって、司法
書士が本人の意思を確認できず、登記移転でき
ない＝ 決済できない事例が増加しています。
→ 契約トラブルの原因となり、事前に手を
▲ 一般の方も含め２０名が参加
打つ必要あり。媒介契約も同様。
→ 解決法：息子が成年後見人として、契約すればよい。
さらに犯罪収益移転防止法の施行も相まって、特定事業者（ 金融機関や宅建業者
等 ）の、取引における本人確認は必須の状況となりました。
４．後見人選任手続きは意外と簡単
・家庭裁判所に申立てます。本人
や親族が自分で行うか、専門家
に依頼します。
・要する費用は概ね２０万円（ 印
紙・鑑定費用・専門家に依頼した
場合の報酬）
・要する時間は概ね１ヶ月〜２ヶ月
▲ 高齢者対策として制度の知識は不可欠
５．成年後見人になると…
後見人が本人に代わって、財産管理・処分・契約ができます。但し、家裁に報告要。
後見人には報酬もあります（申立をすれば裁判所が額を決定 ）。本人が死亡する
まで仕事は続きます。

６．金先生から皆様へ
金融や不動産の実務は、本人の意思確認が厳格化しました。もはや、あいまいな
取引はできません。不動産を通じて直接お客様と接する宅建業者さんには成年後見
制度について熟知して欲しいし、うまく利用して欲しいです。

盛夏特集

江東区 の

南を東京湾、東を荒川、西を隅田川に囲まれ、小名木川、大横川、横十間川、仙台
堀川などの内部河川が縦横に走る江東区。海面より地盤の低いこのエリアが津波
に襲われたら、いったい誰が守ってくれるのか …？ 心配です。
調べてみたところ、美しい「水門」が私たちの暮らしの見張り番をしてくれていました。

▲ 新小名木川水門

（ 常盤１−１９）

▲ 大島川水門 （ 永代１−７）

○ ２つの門で構成されたタイプ（ 閘門・こうもん）

L江東区には１２の水門がありました
○ 海や川の出入口・防潮タイプ
（ 水門・すいもん ）
地図で探して、撮影ポイントに行ってみる
と、皆、ひっそり静かに建っていました。色
や風合いも様々。上下に開閉するもの、扇
の扉が孤を描くもの、２つで一体のもの。
空や船から観察すれば、また違った姿に見
えるのでしょう。 （広報小委員会 撮影班）

▲ あけぼの水門 （ 辰巳２−８）

▲ 荒川ロックゲート
▲ 新砂水門

（ 新砂３−８）

▲ 辰巳水門

（ 辰巳１−１）

（ 東砂２丁目 ）

▲ 扇橋閘門

（ 猿江１−５）

○ 船の通行のできない小さなタイプ（ 樋門・ひもん）

▲ 平久水門 （ 木場１−１） ▲ 洲崎南水門 （ 木場６−１５）

▲ 中の堀川樋門
（ 佐賀２−１２）

L水門の役目

▲ 東雲水門

（ 豊洲５−６）

▲ 豊洲水門 （ 越中島３−１）

水門には色々なスローガンが書かれています。例えば、
「止めるぞ高潮、守るぞ都民」
（ 東雲水門 ）
「 安全とみんなの笑顔を守ります」
（ 豊洲水門 ）
津波や高潮が来たときは、門を閉め、自ら護岸となって街を守り、台風やゲリラ豪雨
など洪水時には、水が川からあふれ出ないよう調整し、高水位となれば、隣接の排水機
で外部側に吐き出したり…。まるで門兵のように区民を守っているのです。
ふだんは、その美しい景観で、私たちを癒してくれています。

L誰が管理しているの？

〜 大災害 に 備えよう！ 不動産屋 の心得 〜

国土交通省、東京都港湾局・建設局、江東区がタッグを組んで、管理しています。
都の高潮対策センター及び水門管理センターでは、コンピュータ制御による遠隔
制御・開閉操作し、水門・閘門を３６５日２４時間体制で監視しています。
小さな樋門の係は江東区。職員による有人管理で、大雨の時など、自転車でかけ
つけるとのこと。ご苦労さまです。
ほとんどの水門は昭和３０年〜４０年代に作られたもので、補強改修されてきました。
首都圏直下型の地震が予想される今、護岸の整備やポンプ場の建設と合わせて、万全
の稼働体制をお願いしたいところです。

L通りかかったらご注目

管理物件の点検は定期的に！
・非常口や階段、通路に物が置かれていないか。エレベータの定期点検。
・消火器や消火設備の設置。非常口、避難経路の明確な表示。
避難場所の種類と位置を知る！ 〜 名称の違いと役割にご注意を〜
「一時集合場所」… 地震発生直後に集団形成するための、小規模な場所。
ここから避難所や避難場所へ移動を検討する。
「避 難 所」… 小中学校・高校・公共施設などに開設する受け入れ施設。
「避難場所」… 延焼拡大などで避難所も危険な時に退避する大公園や大規模団地等。
入居者に防災意識をもってもらいましょう！

水門にはよくＡ．
Ｐ．○○ｍなどと書かれ
ています。
Ａ．
Ｐ．
（ ＡｒａｋａｗａＰｅ
ｉ
ｌ）とは、霊岸島量
水標零位のことです。隅田川の水位を測る
ため明治６年に、現在の中央区新川２丁目
河岸に量水標が設置され、その零位（ 最低
潮位 ）が、荒川工事の基準面として使用され
てきました。

室内における防火、家具転倒防止対策、ベラ
ンダの役割など、
「 入居のしおり」を作成して
渡したり、避難場所も説明しておきましょう。
情報資産の損失を防ごう！

▲ 区の防災課でパンフレットがもらえます
▲ 新小名木川水門にて

似たものにＴ．
Ｐ．
（ ＴｏｋｙｏＰｅ
ｉ
ｌ）があります。東京
湾平均海面＝海抜のことです。
Ａ．
Ｐ．±０ｍは東京湾の大潮干潮位とほぼ同水位で、
＋２．
１ｍが満潮面と同水位、Ｔ．
Ｐ．
（ 平均海面 ）＝Ａ．
Ｐ．
＋１．
１３４ｍ となります。なお江東区の大半は平均海
面より約１ｍ低いということで、いつも海面の下を歩
いているわけ
ですね。
▲ 亀戸駅前公園にて

Lいざという時
それでも自然災害の脅威は未知数。いざ
という時、自分の身は自分で守らなければ
ならないものです。街の不動産屋も、水門
たちと同様に、大家さんや店子さん、入居
者たちの頼れる存在でいたいものです 。
日常業務の心得を考えてみましょう。
▲ 隅田川と小名木川が合流。芭蕉庵史跡付近

・重要な契約データ・顧客データのバック
アップをとっておく。
・非常時に持ち出す書類などを事前に決め
ておく（ 保管場所も）。

大家の責任、管理業者の責任について知る！
震災被害であっても、所有者の工作物責任が認められた判例（※）
もあり、オーナーは耐震補強や修繕に無関心ではいられません。
修繕不能でない限り、賃貸人の使用収益させる（＝修繕 ）義務は
存続します。
管理会社も、賃料の支払不能、賃貸人・入居者の行方不明、修繕
の手配など、未知の仕事が山のようにあるはず。日頃から考えておきましょう。
※ 神戸地裁 平成１１年９月２０日判決
阪神淡路大震災で賃貸マンションの１階が倒壊、マンション設置
の瑕疵が認められ、合計１億２９００万円の損害賠償を命じたもの。

内閣府中央防災会議「大規模
水害対策に関する専門調査会」
の発表によると、荒川が決壊
した場合、浸水している期間
は２週間以上と想定されてい
ます。
▲ スーパー堤防は区民を守れるか

江東宅建青年会 研修：城東近隣エリアにおける賃貸住宅の市場動向
〜 大震災から1年、市場はどう変化したか 〜

江東宅建青年会活動報告
江東宅建青年会
会長

矢野 虎三

まず始めに、日頃より江東区支部会員の皆様のご支援とご協力を賜り、また、昨
年度、青年会結成３０周年を迎えさせていただきましたこと、厚く御礼申し上げ
ます。
去る５月２４日（木）、東陽町の江東区文化センターにおきまして、第３１回通常
総会を行いました。岩﨑新支部長のご臨席のもと、平成２３年度の活動報告、今年度
の事業計画案等の承認をいただき、役員改選につきましても、承認いただきまして、
新執行部による活動をスタートしました。
６月６日（水）には、栃木県の「 東武藤が丘カントリー倶楽部 」にて、恒例の青年
会８地区対抗ゴルフ大会が開催されました（ 荒川・墨田・台東・品川・文京・北・
飾・江東 ）。新ペリア方式による団体戦で、優勝は台東、われわれ江東は５位という
結果でした。
７月１２日（木）には、第１回目の研修会としてアットホーム株式会社より講師
を招き、
「 城東近隣エリアにおける賃貸住宅の市場動向 〜大震災から１年、市場
はどう変化したか〜」を行いました（詳細は次頁の通り）。
本年度の方針として、江東区支部内の業者間交流にとらわれず、会員外の宅建
業関連業者等へも交流を広げたいと考えております。江東宅建青年会の知名度を
アップさせ、会員の知識やスキルの向上と、取引成立に繋げることを目指したいと
考えております。
江東区支部会員様におかれましては、当青年会の活動にご理解いただき、ご子息
様や従業員様の当会への参加について、ぜひともご協力をお願い申し上げます。

７月１２日、亀戸文化センターにて、江東区宅建青年会主催による表題研修会が
行われました。東日本大震災後の賃貸需要の動向を、市場データ（２０１０年１月
〜２０１２年４月のファクトシート及びＡＴＢＢ登録・成約物件 ）をもとに、勉強し
ました。
シニアリサーチャー
講師はアットホーム株式会社
岩田 紀子 氏
○ 意外に堅調な市場
震災直前まで好調だった成約数は、震災直後に大幅減と
なったが、２３区全体に比べ、城東エリアの減少率は小さ
かった。また、５月には早くも数値は回復し、本年４月まで
１２か月連続で前年を上回っている。
▲ 分析結果を説明する岩田氏
（考察）３月の需要は遅れてやってきた。城東エリアは
世帯数の増加もあり、特に、マンションへの移住があった。
○ マンション人気も景気に勝てず？
震災後、安心・安全を求めるユーザーの増加で、物件全体に占めるマンションの
割合は増加（ 江東区では昨年１０〜１２月時点で９４．
３％）。特に、５０㎡ 以上の
ファミリータイプが堅調だった。しかし、今春１月〜４月の繁忙期では減少した。
（考察）ファミリータイプの好調は、分譲マンションの購入希望者の買い控え・代替
需要。その後、震災マインドが薄れ、関心は経済動向（不景気）へ。賃料の
高いマンションより、安いアパートを選ぶ、現実的な選択と思われる。
○ 新築と中古の格差
今年に入って、新築の割合が増加に転じ、築１０年未満・２０年未満のマンション
の減少基調が続いている。
（考察）設備の差がポイント。特に、バストイレ別、浴室乾燥機、洗髪洗面化粧台、
温水洗浄便座、オートロック、モニタ付インターフォン設置で、新築が人気。
○ 賃料・礼金・敷金の今
賃料は、震災直後より、その後の昨秋以降に下落して
いる。
礼金は「０」物件が全体の約３０％。
「１」が約６０％。
敷金は「０」物件が全体の約１０％。
「１」が約７０％。

▲ 田中会長から矢野新会長へ

▲８地区対抗ゴルフ大会・６月６日

○ 総括と今後
▲「 市場は堅調 」は意外 …？
震災直後に耐震の賃貸マンションへ動いたのは富裕
層。その後、様子を見ていた人が、景気悪化に反応し、賃料の下落した物件へと動いた。
城東エリアは都心に近くて便利な割に安いので、今後も成約は増えるが、賃料は
下落。

●●●●●●● 新入 会 員 ご 紹介 ●●●●●●●
株式会社 り す ネ ット

マツ シマ

代表者

株式会社 雅 逸 堂

松島 如戒

アワ タケ

代表者

キヨ タカ

大栗 健孝

東京都江東区門前仲町 1‑11‑7 仲町塚本ビル 3F
TEL 03‑ 6458‑ 5480 FAX 03‑ 4496‑ 4850
135
0048

アパート用地（ 高層・低層共に可 ）、マンション用地、戸建、区分マンションの買取
を行います。また収益不動産の管理も行っております。

コ イズミ クニ

●●●● 他 支部 より 転 入会 員 の ご 紹介 ●●●●
千代田土地建物 株式会社

東京都江東区大島 8‑22‑13 第 2 石井ビル 1F
TEL 03‑ 5628‑ 1555 FAX 03‑ 5628‑ 1587
136
0072

大和エステート 株式会社

代表者

オ

東京都江東区潮見 2‑1‑22
TEL 03‑ 5632‑ 7806 FAX 03‑ 5632‑ 8635

有限会社 フレアラ イフ

東京都江東区新大橋 3‑6‑1 白石ビル 10 2
TEL 03‑ 6666‑ 9500 FAX 03‑ 6666‑ 9555

アカ シ

マサル

明 石

昌

旧所属支部 千代田中央支部

株式会社 フロンティア
135
0004

イマ ムラ

代表者

カツ

ミ

今村 勝美

旧所属支部 新宿区支部

江東区亀戸 9‑16‑5‑1201 TEL 03‑ 5656‑ 3730 FAX 03‑ 5656‑ 3730
ナカ

代表者

ノ

セ

セイ イチ

中ノ瀬 誠 一

旧所属支部 新宿区支部

江東区森下 2‑17‑7 ツバセス P13 森下 609・610 TEL 03‑3635‑2261 FAX 03‑3635‑2261

株式会社 ロプロ 東京支店
135
0042

江東区木場 2‑17‑16

ナカ

カ

オ

リ

田 中 か おり

135
0033

オイ カワ

代表者

マチ

江東区深川 1‑1‑2‑806

代表者

タケ

ミ

及川 壮美

TEL 03‑ 6830‑ 4570

有限会社 昴 宅 建
代表者

代表者

山田 幸夫

135
8567

タ

旧所属支部 目黒区支部

江東区有明 3‑7‑18 有明セントラルタワー 7F TEL 03‑5500‑6565 FAX 03‑5500‑6566

135
0063

幼少より育った大島に創業致しました。小さな会社ですがお客様と共に成長したい
と思います。ヤル気 コン気 マケン気 で歩みます。

ユキ

マサ トシ

村山 政利

江東区有明 3‑7‑18 有明セントラルタワー 9F TEL 03‑3527‑8960 FAX 03‑3527‑8961

135
0063

136
0071

ダ

ムラ ヤマ

代表者

オ

小泉 邦夫

ヤマ

野波 輝榮

営業品目（ 昭和５５年５月５日創業 ）各種建設工事に伴う、土木建築物地盤等の
変動損傷調査業務
土木建築工事に伴う各種測量業務（ 敷地境界測量共 ）

オオ グリ

代表者

テル ヨシ

東京都江東区大島 2‑24‑3
TEL 03‑ 3637‑ 7060 FAX 03‑ 3637‑ 7186

粟竹 義郎

この度、木場イトーヨーカドー前に、
「センチュリー２１東都エステート」を設立致しました。
お客様に対し地域密着型企業として、付加価値の高いサービスを提供する所存でございます。

代表者

代表者

ナミ

136
0072

ヨシ ロウ

東京都江東区木場 6‑7‑1 シティ レジデンス A 3 木場 1F
TEL 03‑ 5633‑ 7190 FAX 03‑ 5633‑ 7191

株式会社 Ｔ'
ｓ

悦 子

ノ

有限会社 ノ ナ ミ

135
0042

株式会社 久 米 設 計

丘

投資物件をメインとして事業を展開しています。時節柄厳しいものではありますが、
頑張っていく所存です。

ＮＰＯりすシステム（ 生前契約受託機関 ）の会員様より住まいの相談を受ける事が
多く、今回不動産の売買、賃貸等のお手伝いをさせて頂く事になりました。

七 五 三 不 動産 株式会社

コ

東京都江東区亀戸 5‑6‑21 U I W 9 BLDG 202
TEL 03‑ 5875‑ 5730 FAX 03‑ 5875‑ 5526

東京都江東区新木場 4‑6‑13‑3 F
TEL 03‑ 3522‑ 5412 FAX 03‑ 3522‑ 5677

株式会社 キヨエステート

エツ

136
0071

ニョ カイ

136
0082

東都エステート株式会社

代表者

オカ

ダ

旧所属支部 千代田中央支部

FAX 03‑ 6830‑ 4589
ヨシ ヒロ

町田 至広

TEL 03‑ 3643‑ 9312

旧所属支部 千代田中央支部

FAX 03‑ 3643‑ 3646

135
0007

有限会社 風の街 不動産
136
0073

マエ シマ

代表者

ヨウ

コ

前島 洋子

旧所属支部 港区支部

江東区北砂 4‑1‑8 村井ビル 101 TEL 03‑ 6659‑ 7025 FAX 03‑ 6659‑ 7026

支部事務局よりのお願い

夏期休業について
下記期間は支部事務所が休みになります。
なにかとご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願い
いたします。尚、宅建協会本部も同日、休業となります。

８月１３日（月）より ８月１７日（金）まで

編 集後 記
大暑お見舞い申し上げます。
地球の表面の３分の２は海ですから、
（ 地球
温暖化 → 海水温の上昇→ 水蒸気の大量発生

発

行

発行者

平成２４年８月７日
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
江東区支部長

編集者

岩

﨑

健
育

恭

広報小委員長

星

野

広 報 小 委 員

丸

山

陸上にいても水の危険にさらされるご時世

大

山

基

旭

となったようです。これ

伊

東

廣

明

→ゲリラ豪雨）は自然の摂理というもので、

からは、政治家では
なく、科学者による

発行所

子
進

東京都江 東 区 亀 戸２−２５−１２ 宝ビル２Ｆ
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
江東区支部

国政会議が必要かも。
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