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「輪」
公益社団法人
江東区支部

東京都宅地建物取引業協会

支部長

岩﨑 健恭

会員の皆様におかれましては健やかに新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
平素は支部事業にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。おかげさまで公益社
団法人移行2年目も順調に事業推進致しております。事業目的の「消費者保護」は不動産
無料相談窓口にて直接ご相談をお受けして解決のお手伝いを行い、地価調査や違反広告の
撤去などで間接的に消費者の保護事業を行っています。また「人材育成」では各種研修を
通じ正しい知識・旬のテーマで皆様の安全安心の取引に繋がるよう企画実行しております。
また、江東区の高齢者住宅斡旋事業では7件の成約（2013年12月現在）
、防犯防災活動では
地域の警察・消防と協力体制を固めております。他にも会員相互の親睦や各地区会活動な
どで独自の勉強会など開催しております。昨年の漢字にも選ばれましたが、
本当に人の「輪」
で成立している宅建協会、改めて平素のご協力に感謝申し上げます。尚、引き続きご指導
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
2013年は安倍政権のアベノミクス効果で株高・円安となり経済が回復基調になりました。
株高や円安効果で投資家の不動産投資熱も上昇傾向のようです。流通がさらに活発になる
ことを祈念しております。建築も消費税増税の影響による駆け込み受注増で活況のようで
すが、ヒト不足・モノ不足が深刻化し建築コスト高騰に影響を及ぼしています。消費税率3％
の上昇どころではないという話も聞いております。建築完成後の販売価格や賃料などへの
影響も懸念されます。また、中古物件の流通促進も大きな課題です。世帯数等の自然減に
より物件数は年々増加傾向です。政府も市場規模を現状の倍にすべく流通促進等の対策に
予算を計上しています。中古物件に対する消費者の不安は「耐震性」
「耐久性」
「隠れた瑕疵」
などの品質に対するものです。また、見た目に対する不満等もあります。不安や不満の解
消と性能の長寿命化のためには再投資が必要です。新築住宅の高騰化が予想される2014年、
「既存住宅インスペクションガイド」や「建物・設備の検査保証制度」を積極的に活用し、
安全・安心をテーマに皆様のビジネスチャンスが更に広がれば幸いです。
2020年オリンピックパラリンピックの開催が決定いたしました。オリンピックが江東区
に来ます。何よりも大会開催そのものが楽しみではありますが、江東区の発展という期待
が膨らみ新たな希望ができました。インフラが整備され魅力的な施設ができ、世界中にこ
の街が紹介される。考えるだけでワクワクします。街おこしのチャンスです!おもてなしの
チャンスです。宅建協会として会員総出で何かお手伝いができたらきっと良い思い出がで
きると思います。何ができるか、何をすべきか皆様のご意見を是非お寄せください!
（江東区長にインタビューさせて頂きました、後記掲載しておりますのでご参照下さい）
本年は午年、皆様にとりまして馬くいく素晴らしい一年になりますことを心より祈念申し
上げます。
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新年のごあいさつ
公益社団法人
公益社団法人

東京都宅地建物取引業協会

全国宅地建物取引業保証協会

東京都不動産協同組合

池田 行雄

会長

理事長

東京本部長

新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、
健やかに新春をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
日頃から、江東区支部のみなさまには、本部事業に並々ならぬ
ご協力、ご支援を賜り厚く感謝申し上げます。
昨年は、安倍政権による「アベノミクス」経済政策により、ようやく明るい兆しが見えてきました。
このところの円安、株高がそれを物語っているものと思います。さらに、2020年のオリンピック・パ
ラリンピック東京開催により経済もかつての勢いを取り戻し、さらなる活性化、発展を願っており
ます。
さて、今日の不動産業界を取り巻く環境は、売買市場取引件数が過去最高のペースで推移し
ているものの、賃貸市場においては、賃料や空室率に改善が見られないなど、市場全体としては
今一歩の状態にあると認識しています。また、
「民法改正」
、及び「TPP（環太平洋戦略的経済連
携協定）
」も懸念材料となっております。さらに、新年度から段階的に行われる消費税の増税は、
不動産市場のみならず、消費マインドが減退するなど景気を下押しするリスクがあると危惧している
ところです。
私は、不動産流通の活性化こそが、日本経済の復興の鍵を握ると確信しています。そういった
点から、是非とも長期的視点にたった土地・住宅政策と税制の改正を政府にお願いしたいと思っ
ております。そして、我々も会員みなさまもともに心を一つにして、一層の努力を行い、経済の復活
に向け、頑張ってまいりたいと思います。
また、
昨年暮れに、
宅地建物取引主任者の取引士への呼称変更の署名活動をお願いしています。
次期通常国会には、宅地建物取引士への呼称変更が実現されるよう、会員の皆様方のさらなる
ご支援を賜りたくお願い申し上げます。
さて、新年度は、公益社団法人として、
「消費者保護」
、
「人材育成」を2本柱とした公益事業を
推進するとともに、協会の組織体制を整備して合理化を図って参ります。具体的には、教育研修
や会員後継者の人材育成を重点的に行って参ります。さらに、会員支援事業として「ハトマーク東
京不動産」の普及と利用促進を推進します。
そして、我々1万5000余の会員の力を合わせ、自分たちの利益、権益の擁護ではなく、公益の
使命である消費者保護と不動産市場の活性化のため、あらゆる機会を通じて国や地方自治体等
に積極的に政策提言を行って参ります。
最後に、本会が円滑に運営できるのは、会員の皆さまのご支援・ご協力があってのことです。
本部支部一体となった会員参加・協働型の民主的な協会運営を今後とも推進してまいります。
本年もみなさまにとって、
素晴らしい年になりますようご祈念申し上げ、
年頭のご挨拶といたします。
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平成26年










1月17日（金）アンフェリシオンにて


厚生小委員長 三川 勝己




江東区支部

新年会開催

▲岩﨑支部長ごあいさつ

平成26年1月17日 、亀戸のアンフェ
リシオン「カーサの間」において、江
東区支部新年会が開催されました。ご
来賓を含め、63名の皆様にご参加頂き

▲司会進行 嶋田幹事長

ました。
嶋田清和幹事長の司会進行により、
梶田一雄副支部長の開会の辞の後、岩
﨑健恭支部長が年頭のご挨拶。東京オ
リンピックの開催が江東区内の宅建業

▲杉浦本部副会長ごあいさつ ▲乾杯音頭

者の景気に好影響を及ぼすであろうこ

森本顧問

とへの期待を熱弁しました。
（公社）
東京都宅地建物取引業協会の杉浦富夫
副会長やご来賓の方々からご祝辞を賜
わり、森本大造顧問の音頭により、祝
宴開始の乾杯を行いました。
▲63名の皆様にご参加いただきました
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しばし料理に舌鼓を打っ
て い る と、 ご 多 忙 の な か、
江東区ゆかりの議員の方々
が挨拶にかけつけられまし
た。皆さん、声にも表情に
も力があり、前向きな話が
多かったようです。山﨑孝
明区長からも明るい新年の
ごあいさつをいただき、岩
﨑支部長から社会福祉協議
会への義捐金贈呈も行いま
した。

▲岩﨑支部長から山﨑江東区長へ

▲泉氏、金沢氏、小出氏

▲中村氏、鈴木氏

▲福原氏、平本氏

▲山田氏、関口氏

▲松田氏、河村氏、森山氏

▲柳川氏、門戸氏

お楽しみの余興。本年は、テレビ番組で活躍中の
歌まねタレント民秋貴也さんをお招きして、ものま
ねヒットパレードです。郷ひろみ、松山千春、北島
三郎、和田アキ子など、衣装を早変わりしながらの、
歌まね、顔まね、滑り芸で、客席を廻りながらの熱
演でした。

▲坂本氏

▲松山千春や和田アキ子を熱唱
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▲山村氏、須藤氏

続いて恒例の景品抽選会。自転車やパン
作り機など、いつもご好評いただく品物の
ほか、今年はディナー付ナイトクルーズの
ペアチケットやエステチケット等、女性が
喜びそうな景品を準備しました。当選され
た方、おめでとうございます。
2時間ほどの酒宴も中締めとなり、三川
廣志顧問が壇上へ。会員の繁栄と健康を

▲「ガラガラガラガラ」

▲大当り!

永倉氏

祈願して、三三七拍子の手締め。潮来廣
副支部長の閉会挨拶で無事、新年会が終
了致しました。
皆様のご協力に感謝するとともに、本年
が飛躍の年となるよう、会員皆様のご健康
と益々のご活躍を心よりお祈り申し上げま
す。

▲津田氏

▲荒井氏

▲菅氏、潮来氏

▲新谷氏、倉持氏、梶田氏

▲大竹氏

▲中締め

三川顧問

【平成26年度の主な行事（予定）】
4月 江東区支部通常総会（4/25）

5月 公益社団法人東京都宅地建物取引業
		 協会他関連団体総会（5/28）
7月 城東ブロック

		 第1回都民公開セミナー（7/8）
9月 江東区支部主催 第1回公開セミナー
		 城東ブロック主催不動産フェア
		 （街頭相談・献血など）

10月 宅地建物取引主任者資格試験監督
		 （10/19予定）
協同組合主催研修

11月 城東ブロック
		 第2回都民公開セミナー（11/6）
		 江東区支部レクリエーション
1月 江東区支部新年会
2月 江東区支部主催

第2回公開セミナー
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【江東区との協定事業】

1．高齢者世帯民間住宅あっせん事業
2．保育施設物件情報提供事業

3．町会・自治会加入促進計画への協力

【その他の活動予定】
○毎月第1・3火曜日
江東区役所不動産相談
○毎月第2・4火曜日

江東区役所高齢者住宅相談窓口
○毎月第2・4火曜日

江東区支部事務所不動産相談開催
○IT研修会、ハトさん研修会を
随時開催

新春特集

山﨑区長インタビュー

江東区に
オリンピックが
やって来る!
2020年の東京オリンピックが決定し、多くの競技会場が設営される江東区は全世界に紹介されることとな
りました。居住地・商業地としての注目も高まり、宅建業界としても大変喜ばしいことです。五輪開催に向
けての意気込み、会場やインフラの整備・準備、諸々の計画について、山﨑孝明江東区長にお聞きしました。

（聞き手：岩﨑健恭支部長）

―オリンピックが来る。有形無形の期待が高まっていますが、
区長は、五輪が江東区に何をもたらすと考えていますか?

まだ、わかんないよ（笑）
。補正予算をつけて、五輪に向けた

町づくりの調査・設計を専門業者に依頼したところだ。区の基本
構想とも合致させて、五輪以降も見据えた将来像を考えなくては。
ただ、はっきりしているのは、37の競技会場のうち、17は江東
区内に建造され、うち7つは五輪後も解体されることなく競技場

▲岩﨑健恭支部長

▲山﨑孝明区長（区長室にて）

▲五輪色にライトアップ。東京都庁

▲昨年9月8日の早朝。決定!

※

として使用されること。つまり、
「日
本武道館」や「国立競技場」のよ
うな施設が五輪レガシー（遺産）と
して、7つも区内に残せる。江東区
は江戸時代からの「木場」の街な
のだから、‘木’の競技場＝木造ドー
ムを建設できないかと考えている。
柱・梁・骨組みを全部木で作る本
格的な木造建築物。現在、東京都
▲17競技場が設営される臨海部（立候補ファイルより）
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に要望を出しているところだ。

江東区にオリンピックがやって来る!
―もっとも楽しみにしていることは?

石原都知事の頃から、一緒に五輪招致に向けて

頑張ってきた。その原点は、江東区のこどもたち
に五輪を通じて国際交流を体験させたいという強
い気持ちがあったから。
昭和39年、僕は20歳の早稲田大学生で、代々
木の選手村の食堂でボーイをやった。国際社会は

▲昭和39年の東京五輪

※

東西分裂の時代、僕は東欧諸国の食堂係で、有
名選手では女子体操のチャスラフスカ（チェコス
ロバキア）がいたな。言葉もろくに通じなかった
けど、大会が終わって選手たちが帰国する際、涙
がポロポロこぼれてきて、どこの国とも仲良く「平
和」でいることの素晴らしさを実感し感動した。

▲「町をきれいに！」亀戸付近

※

その体験が今も忘れられない。江東区のこどもた
ちには、選手でなくても、ボランティアとして五
輪に参加してもらいたい。ブラスバンドや会場案
内、スタンドの掃除、プラカードを持ったり、や
ることは山ほどある。江東区のこどもたちにはチャ
ンスが一杯だ。
▲半世紀を経て…。 ※
押上
墨田区

有楽町線

東京

半蔵門線

ST3
ST1

住吉
江東区

東陽町

豊洲
新木場

◀地下鉄８号線の路線予想図
（住吉〜豊洲）

上野

―臨海エリアということで交通網や旅客輸送が課題
ですね。

まずは、地下鉄8号線（住吉〜豊洲）
。何とか五輪ま

でに完成させてくれるよう、都に要望している。観客輸
送の手段として「舟」の利用をいう人もいる。水彩都市
として川のルートが江東区の特色なので、それもいい。
桟橋も作ればいい。ただ大量輸送には不向きかな。主
要駅からのシャトルバスが現実的だろう。
臨海部で現在、コミュニティサイクル（貸し自転車）
300台を運用しているが、五輪開催時は1万〜 2万台に
増やしたいと思っている。各会場に自転車を数百台設置
し、会場間の移動に利用。利用者はスマホで料金を払
う。自転車の専用レーンも作りたい。ロンドン五輪では
2万台をスムーズに稼働させたらしい。フランス発祥の
コミュニティサイクルはニューヨークでも人気というか

▲豊洲駅前のコミュニティサイクル

ら、日本の都市部でやれないわけはない。
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新 春 特集

山﨑区長インタビュー

―エコにも繋がるし、いい案ですね。ところで、
わが江東区は、映像などを通じて、全世界に紹介

されることになりますね。

「Koto Cityは面白かったよ。また行きたいな」っ

て外国の人に思ってもらえるようにしたいよね。五
輪が終わっても観光で、家族や友達を連れて。
それと五輪の前に、30年も平行線の中央防波堤
の帰属問題を決着したい。ボートやマウンテンバイ
クの競技場もできるし、地名も決まってないんじゃ
恰好悪いよね。僕は江東区のものだと強く思ってい
るが、大田区も手をおろさないだろう。都の裁定に
委ねると大岡裁きの分割案になる。一つの島を分断
するのはおかしなものだが、区民や区議会が「いい
よ」と言えば、すぐにでも、都に上申したい。

▲五輪会場の分布（立候補ファイルより）

江東区

広大な埋立地を何に使うかは30年先を見据える
計画だ。動物園や植物園、
カジノや遊園地といった、
統合リゾートがいいんじゃないかなと思っている。
そのためにも、できるだけ広い「領土」が欲しいよ
ね。将来に大きな夢を残しておきたい。

大田区

▶「おもてなし」は？ ▶ビッグサイトが
▶お祭りに呼び込もう
メディアセンターに
（深川八幡本祭）※

▲「領土問題」を解決しなくては。 ※

－「おもてなし」をしなくては。

期間中1000万人の観光客がやって来る。

外国人は区内の街にも立ち寄るだろう。門
前仲町、亀戸…。各商店街にも努力して、
人をひきつける企画を考え出して欲しい。
2020年は深川八幡の本祭りの年。8月12 〜
14日というと、オリンピックが終わって、パ
ラリンピックが始まる前の、ちょうど合間か
な。神輿を担がせるとか、半纏を着せれば
ノリのいい外国人はドンドン入って来るよ。
人がなだれ込んでくる仕掛けを、行政まか
せでなく、街の皆が知恵を出して作らない
といけない。都との交渉は区がやるよ。
今から6年後に向けて何をやろうか考え
て、すると町の活気も出てくるんじゃない
の?
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人が集まって、お店を開いて、そした

江東区にオリンピックがやって来る!
ら家賃も上がるし、土地の評価も上がって、
宅建協会としてもいいよね（笑）
。何十万人と
いうボランティアも必要なんだから、何やる
か決めて、訓練して、ユニフォームも作って、
お金も集めて…。間際で慌てないようにね。
▲有明体操競技場

区民の皆さんには英語の勉強をお願いした

▲夢の島競技場

いな。老いも若きも、お客さんに「ハロー !」
と言えなきゃしょうがない。

▲夢の島ユース・プラザ・アリーナ

▲海の森水上競技場

（立候補ファイルより）

―おもてなしは「区民」が行うことを自
覚しないといけませんね。

▲「安心して住める環境のいい町に」

それでは最後に、五輪を契機として、区

長が目指す都市像を教えてください。

江東区を「安心して住める環境のいい町」

「生活の質の高い町」にしたい。豊洲・有明
をはじめ臨海部には土地（空地）があって
開発しやすい。マンションを建て、病院や
学校も作って、もっと人口を増やす。五輪

▲有明エリアには広大な空地が。

で注目されて、ベイエリア人気で江東区全
体、深川・亀戸・大島・砂町など下町情緒
の町も含めて江東区全体のイメージアップ
をはかる。この6年間、僕は教育に力を注
いだ。その結果、江東区の小中学生の学力
は東京都の平均を上回ったんだよ。川や緑
や水辺のある街で教育レベルも高く安全と
なれば住みたい人が増えて、町は活気づく。
人がいれば工夫次第で飲み屋だってそば屋

▲48万人を超えた江東区。夢は大きく！ ※

だってラーメン屋だって流行るんだから。
マンションが増えると下町情緒は薄れるか
もな。となり近所の付き合いやコミュニティ
を取り戻す努力もしていこうと思う。

―お話しを聞いて、区の発展への期待値

が益々高まりました。宅建業界もボランティ

アを通して協力していきたいと思いました!

※印の写真資料提供：江東区広報広聴課
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委員会・小委員会報告
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

新年明けましておめでとうございます。
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。
東京都宅地建物取引業協会は、一昨年4月1日に公益社団法人に移行し、新体制での総務を仰せつ
かり間もなく2年となります。各事業も皆様のご協力により順調に進めていくことができ、会員皆様
のご協力に感謝申し上げます。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

総務委員会・組織小委員会
組織小委員長

齋藤 富雄

日頃より、新規入会申請者の事務所調査等、各地区の皆様にご協力をいただき、
有難うございます。
本年は「会員電話速見表」の作成を予定しております。掲載内容に関して、会員の皆様へ問合せ
等もあるかと存じますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。また、当協会への入会希望
者の情報がございましたら、是非、支部へご一報くださいますよう、お願い申し上げます。

総務委員会・厚生小委員会
厚生小委員長

三川 勝己

昨年11月20日（水）
、支部の親睦会と社会勉強を兼ねて、国会・自衛隊の見学ツアー
を開催しました（特集16・17頁）。限られた予算のなかですが、会員様に喜んでいた
だける企画を考えたいと思います。耳よりな情報・ご要望を教えていただけると幸いです。

財務委員会・財務小委員会
財務委員長・財務小委員長

鈴木 英明

昨年12月12日の常任幹事会を経て、過日行われた役員会において、平成26年度の予
算案が承認され、本部に期日までに江東区支部の予算書（案）を提出致しました。予
算案に基づく平成26年度の公益目的事業比率は57％となっております。予算作成にご協力頂いた各委
員長の皆様には御礼申し上げます。
本年度も残すところ2 ヶ月となりましたが、引き続き、公益目的事業部門の予算執行率向上にご協
力の程よろしくお願い申し上げます。

社会貢献委員会・自主規制小委員会
社会貢献委員長・自主規制小委員長

中村 義和

会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より社会貢献委員会の活動にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今年もまた、違反屋外広告物の除却を数回行います。また9月には、恒例の会員点検・調査を各地
区の事務所を拝見し実施させていただきます。会員の皆様には、
本年もよろしくご協力賜りますよう、
お願い申し上げます。
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委員会・小委員会報告
消費者保護推進委員会・相談小委員会
消費者保護推進委員長・相談小委員長
江東区役所における出向相談の結果報告は次のです。
◎期間：平成25年1月15日〜 12月17日
◎場所：江東区役所区民相談コーナー（第1火曜日＆第3火曜日）
1．借地等に関する相談 15 件
2．地代・家賃・売買価格の相場等に関する相談 4 件
3．賃貸借契約等に関する相談
11 件
4．売買契約等に関する相談
11 件

荒井 眞二

◎総合相談件数：64件

5．相続・後見等に関する相談
2件
6．不動産業者に対する苦情等に関する相談 1件
7．建築基準法その他の法律に関する相談
0件
8．その他
20件

ご多忙の最中、出向されました役員の皆様方には、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

研修委員会・教育研修小委員会
研修委員長・教育研修小委員長

桐越 邦雄

○第2回ブロック別研修会・都民公開セミナーを開催しました。
日時：平成25年11月7日（木） 会場：かつしかシンフォニーヒルズ
テーマⅠ：
「中古住宅売買時の検査方法や留意点」
講師：国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 谷山拓也氏
テーマⅡ：
「TPP参加交渉も踏まえ、不動産取引はどう変わる」
講師：深沢総合法律事務所 弁護士 柴田龍太郎氏
出席者数：江戸川区支部 92名 葛飾区支部 139名 足立区支部 138名
墨田区支部 42名 荒川区支部 58名 江東区支部 38名 一般26名
○第1回支部主催研修会を開催しました。
日時：平成25年10月3日（木） 会場：ティアラこうとう大会議室
テーマ：
「家賃滞納 解決＆未然防止策について」
講師：みらい総合法律事務所 弁護士 小堀 優氏

▲弁護士 小堀 優氏

▲10月3日の研修会（ティアラこうとう）

○第2回支部主催研修会を開催しました。
日時：平成26年1月28日（火） 会場：亀戸文化センター
テーマ：
「不動産業者が知っておくべき消費税増税の対応」
講師：東京シティ税理士事務所 菊池則夫税理士
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委員会・小委員会報告
情報委員会
情報委員長

庄司 明由

情報委員会の中で、≪人材育成セミナー≫と言うものを年間8回ほど宅建本部（飯田
橋）にて開催しております。これは、これから不動産の仕事を開設しようとする方に
対し、都宅協として、必要なお金や開設にあたっての一連の流れなどを、無料にて説明するという
ものです。来場者には個人面談の場を設け、質問・疑問等答えられる事柄についてお答えしており
ます。
会員の皆様の中でも、これから開業を考えている方がおられましたら、ぜひこのセミナーを活用
していただき、全宅への加入をお勧めくださるよう、お願い申し上げます。

情報委員会・情報流通小委員会
情報流通小委員長

森山 政巳

平成25年12月2日（月）
、亀戸文化センターにて「デジタルカメラを使った物件写真の
撮影テクニックと活用方法」と題したIT研修会を行いました。19名にご参加いただき、
きれいな写真を撮るためのカメラ機能やポイントを勉強しました。レインズやハトさんへの画像データ登
録に役立てばと思います。
○ハトさんの入会キャンペーンを次の通り、
実施しております。
期間：平成25年11月1日〜平成26年1月31日
内容：入会より2か月間無料。先着200社
特典：初期設定や操作方法の派遣指導（先着100社のみ）
不動産協同組合では随時、未入会者への説明会、初級・
中級各レベルに合わせた研修会も実施しております。
詳しくはハトさん事務局へお問合せ下さい。
▲12月2日の研修会（亀戸文化センター）
【東京都不動産協同組合 ハトさん事務局】
メールアドレス：hatosan@kyodokumiai.org 電話：03-6746-3355 FAX：03-3262-9385

情報委員会・地価調査小委員会
地価調査小委員長

松田 宗秀

日頃は、地価調査小委員会の業務にご協力を頂き、誠に有難う御座います。
地価調査小委員会では、毎年3月1日時点の行政区別の地価調査を行っております。
「地価調査結果」は協会ホームページの会員専用ページにて公開をしておりますので、ご利用頂きま
す様お願い申し上げます。
なお、平成25年度の地価調査委員会の開催は、平成26年2月20日を予定しております。今回は地
価の上昇が顕著になっており、大変な作業となることが予想されますが、地価調査委員の方々のご
協力をお願い申し上げます。

情報委員会・広報小委員会
広報小委員長

星野 育子

本号の特集で、岩﨑支部長とともに、山﨑江東区長のオリンピック開催への意気込
みを聞いてまいりました（特集6頁〜 9頁）
。江東区で多数の競技開催もあり、向こう
6年間、五輪にまつわる話題はつきないでしょう。様々な角度から情報をお伝えできればと考えてい
ます。会員の皆様より、企画やご意見、江東区支部としてのボランティア案などもお寄せいただけ
ると幸いです。
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江 東 区 支 部 ニュース
※ 役員会は隔月、支部事務所にて
開催されています。
第3回役員会 平成25年 9月12日（木）
第4回役員会 平成25年11月21日（木）
第5回役員会 平成26年 1月16日（木）

○平成25年度不動産フェアの開催されました ……………………………………… 嶋田幹事長
本年は荒川区支部の主催で、当支部より4名が街角相談、献血受付等に従事しました。
日時：平成25年9月28日（金）10時〜 16時
会場：JR日暮里駅前イベント広場
街頭相談件数19件（不動産14件、税務4件、その他1件）
献血者数 申込者47名 献血者39名

○平成25年本部ゴルフ大会（チャリティ）が開催されました …………… 三川厚生小委員長
日時：平成25年10月2日（水）
会場：武蔵丘ゴルフコース
参加者：岩﨑支部長 杉浦本部副会長 庄司情報委員長 大竹総務委員長
○江東区地域安全のつどいが開催されました …………………… 潮来深川宅建防犯協力会会長
日時：平成25年10月10日（木）14時〜 16時 会場：ティアラこうとう
○平成25年度宅地建物取引主任者資格試験が開催されました ……………………
日時：平成25年10月20日（日） 担当会場：華学園（登録講習修了者会場）
申込者数741人 受験者数675名 欠席者数66名 受験率91.1％
当支部より本部員14名、監督員・監督補助員22名が従事しました。

嶋田幹事長

○行政との合同違反広告物除去を行いました ……………………………… 中村社会貢献委員長
日時：平成25年10月31日（木）10時〜 11時30分
参加者：国土交通省1名 江東区土木課3名 全日3名 当支部3名
除去地域：南砂・大島・亀戸京葉道路周辺
除去枚数：45枚（不動産関係40枚）
○平成25年12月度末支部会員数は次の通りです …………………………… 齋藤組織小委員長
12月末江東区支部会員数269名（都宅協全体15,193名）
［新入会員］6名（7月〜 12月加入） → 本誌20頁でご紹介
○㈱日本住宅森下店
○ソフィア不動産
○㈱不動産情報社東京大島店
○㈱ロンバス
○㈱ブラッシュウッド
○㈱e－スマイル住吉店
［移籍会員］ ○㈱R.E.サクセス（深川第一）武蔵野三鷹支部より移籍
○㈱東京リアル（深川第一） 千代田中央支部より移籍
○㈲昴宅建（深川第一） 千代田中央支部へ移籍
○コスモコンサルタント㈱（深川第一）大田区支部へ移籍
○ファーストリア㈱（深川第一）渋谷区支部へ移籍
［退
会］ ○ユタカ不動産（砂町地区） 業の廃止（9月受付）
○オリエンタル白石㈱（深川第一） 業の廃止（9月受付）
○新住宅工務㈱（亀戸） 他県へ移転（10月受付）
○㈱エムエイコーポレーション（深川第一） 業の廃止（12月受付）
○㈱フロンティア（深川第二）業の廃止（12月受付）
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地区会報告
【亀戸・大島地区】地区長

桐越 邦雄

平成25年8月20日（火）午後6時30より、亀戸の『板前バル』にて、
岩﨑支部長を含む総勢28名にて亀戸･大島地区会を開催致しました。
開会に先立ち研修会として、泉不動産鑑定㈱の泉氏より鑑定士協会
に於ける、最近の地価の動向等の講習を受け、参加者の皆様には大
変参考になったと思います。その後、岩﨑支部長の乾杯の音頭で、和気あいあいの中、地
区会員の皆様方の親睦を図りました。
また、12月6日午後6時30分より、向島の割烹「大和田」にて、岩﨑支部長を含む総勢
27名にて地区会を開催致しました。美味しい食事をいただきながら、支部運営に対する
ご協力のお願いやら、情報交換をしながら、会員相互の親睦を図りました。

▲8月、亀戸の「板前バル」にて

【深川第一地区】地区長

▲講師の泉正秋氏

▲12月、向島の「大和田」にて

河村 雅彦

平成25年最後の班長会を、11月28日に深川「虎」にて13名の出
席を頂き実施致しました。今回は、班の再編成、次期地区長の人選、
来年の地区会の予定等、協議事項がいくつかありました。参加メン
バーのアルコール度数があまり上がらないうちに、スムーズな話し
合いにて、それらを決定しました。
その後、懇親会に移行し、和気
あいあいの中、解散となりました。
今回2回目の参加となった新入班
長さんからは、「最初は恐かった。
今日は参加できて本当に良かっ
た」との、うれしいお言葉をいた
だきました。
▲11月、深川の「虎」にて班長会
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【深川第二地区】地区長

荒井 眞二

平成25年12月10日（火） 午後6時30分より、扇橋の「味久」にて、
深川第二地区会を開催させて頂きました。急なお仕事が入ったりで
出席数は10社でしたが、ご多忙のなか、岩﨑支部長にもご参加いた
だきました。
初冬の頃から年末も関係なく、お客様は「動い
ている」との感触、消費増税への世間の敏感な反
応、お客様とのトラブル体験談や、景気上昇の実
感がない等、時間も忘れる程、会話が盛り上がる
忘年会でした。
今年は「ウマく行く」年でありますよう、皆様
のご健康とご多幸をお祈り致します。

▲12月、扇橋の「味久」にて

【砂町地区】地区長

三川 勝己

平成25年9月1日（日）・2日（月）、地区親睦旅行会を開催しました。
久しぶりに山梨県石和温泉に宿を取り、他地区からの特別参加も含
め総勢13名、15種類の薬鉱石による薬石浴や高アルカリ水温泉で心
地良い汗をかき、日頃の疲れやストレスを吹き飛ばしました。宴会
では、旅行でしかできない仕事の裏話や話題で大いに盛り上がり、二次会のカラオケも皆、
好き好きに十八番を歌い、参加者同士の親睦が更に深まりました。
平成25年12月9日、午後6時30分より、本年の忘年会を南砂2丁目の居酒屋「鳥神」で
開催しました。岩﨑支部長を含め16名が参加しました。下町の居酒屋とあって、料理も
焼鳥やお鍋など家庭的。少々くだけた雰囲気のなか、気の置けない会話をかわし、恒例の
年末ジャンポ宝くじ券抽選会を行うなど、仕事を
忘れて楽しい時間を過ごしました。
横のつながりが大事な業界ですから、旅行・忘
年会などに今回不参加だった地区会員様・新規会
員様にも、今年は是非、多数ご参加いただけるこ
とを願っております。
▲9月、石和でぶどう狩り

▲12月、南砂の「鳥神」にて

▲今年もお疲れ様でした
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▲薬石湯でストレス解消！

平成25年度

秋の

親睦 会
開催

厚生小委員長

三川 勝己

今年度の江東区支部親睦会は、社会勉強を兼ね、国会＆自衛隊見学ツアーを行いました。
普段テレビでしか見られない国家中枢の見学とあって、女性17名を含む、総勢37名に参
加いただき、
秋元司衆議院議員の秘書お二人の引率のもと秋晴れの中バスで出発しました。

▲新しくなった議員会館

▲地下の売店でお買い物

▲安倍ブランドがたくさん

皇居の脇を通って、まずは、議員会館に到着。衆議
院第一・第二、参議院の3棟は平成22年に建替えられた
新しい建物です。他の見学者も多く、意外とオープン
な雰囲気。衆院第二の第三会議室にてお弁当をいただ
き、売店であべまんじゅうなど国会みやげをゲット。5
▲昼食会。やや緊張気味

階の議員室廊下をそーっと通ると与野党議員の部屋が
ランダムに並んでおり驚きました。

続いて向かった首相官邸。こちらは警察官が立ち並ん
で物々しい空気。一行も運転免許証を提示、X線検査を通っ
て中へ入れてもらいました。閣議やVIP来賓など国の最重
要拠点ですから当然です。平成14年に完成した気品のあ
る外観。広間ではケネディ大使歓迎の後片付け、通路に
は新聞記者がたむろして

▲厳重警備の首相官邸

おりました。組閣時に新
大臣が並ぶ雛壇にて記念
撮影したり、補佐官室の
椅子に座わらせてもらっ
たり、記念になりました。
▲大臣に見えますかね？
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▲補佐官室。立派！

▲見学者多数で順番待ち

▲いい記念です

▲衆議院議場は荘厳でした

この後、国会議事堂へ。左が衆議院、右が参議院の昭和11年築のお馴染みの建物
です。階段をいくつも登って、上段後方から衆議院本会議場を見渡しました。重要
法案がここで議決されるのですね。私たちも選挙に行って政治参加しないといけま
せんね。赤い絨毯も踏みしめてきました。
永田町を離れて、夕刻、自衛隊の市ヶ谷駐屯地へ。東京
裁判や三島由紀夫事件で有名な市ヶ谷記念館を見学しま
した。映像にて、ここで繰り広げられた史実を学び、係
官から、大講堂に施された工夫、貴重な展示物について
▲市ヶ谷記念館

解りやすい説明があり、先人達の覚悟や苦労のおかげで、
今の日本があることを改めて痛感しました。当時の総監
室には刀傷跡も現存し、バルコニーに三島由紀夫が軍刀
をかざして日本人の心を説いた姿も甦り、昭和の重たい
歴史の勉強となりました。

▲三島由紀夫はここで…。

日も暮れて、お腹も空いたところで、赤坂のトルコ料
理店へ。強行軍の疲れをビールで癒し、世界三大料理に
数えられるトルコ料理に舌鼓を打ち、宴会は大いに盛り
上がりました。

▲昭和の歴史をしみじみと

▲トルコビールで乾杯

▲お腹いっぱい。満足。

秋元先生を始め、最初から最後までサ
ポート頂いた秘書のお二人、ご協力頂いた
全ての方に感謝申し上げます。今後も皆様
に喜んでいただけるような親睦会を企画
していきたいと思っておりますので、次回
も是非ご参加頂けますよう、お願い申し上
▲充実の一日でした。皆様お疲れ様でした

げます。
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江東宅建青年会活動報告
江東宅建青年会会長

矢

野

虎

三

新年明けましておめでとうございます。
日頃より青年会の活動にご理解とご協力をいただき、心より御礼申し上げます。
昨年は、アベノミクス効果で年頭より株価が上昇しはじめ、また秋にはオリンピックの
開催が決定するなど、明るいニュースがたくさんございました。宅建業の取引においては、
地域や分野によって良いところと悪いところの差があるようでが、今年は中身をしっかり
していく、真価が問われる段階に入って行くものと考えております。
江東区宅建青年会の方向性としては、他地区青年会とのコミュニケーションの充実を目
指しております。会長や執行部間の関係緊密化を図るべく、会長と一部役員が利用できる
グループウェアを立ち上げ、コミュニケーションが緊密にできるようになってまいりまし
た。共同でおこなう行事や企画の連絡など、連絡事務も簡素化・スピードアップしました。
今後は、恒例の新年会やスポーツレクリエーションの他に、各青年会の主催する研修会な
どの行事に気軽に参加できる枠を設けていく流れもできておりますので、当青年会会員の
交流機会が徐々に増えていくのではないかと期待しております。
今年も、多くの方の青年会への参加をお願い申し上げます。お付き合いいただいており
ます不動産関連取引業者の方々との親交をさらに深め、また、江東区内のみならず、他地
区とのお付き合いを通じて青年会活動の意義を充実させて、当青年会が会員の皆様の活躍
できるオープンなプラットホームになれるよう、強く願っております。役員一同努力して
まいりますので、本年も一層のご協力を、心よりお願い申し上げます。
〈活動状況〉
平成25年10月20日 宅地建物取引主任者試験監督員
平成25年10月25日 第２回研修会（右頁をご参照）
平成25年11月 9日 宅建青年会８地区対抗ボウリング大会
平成25年11月26・27日 親睦旅行・博多
平成25年12月12日 忘年会
平成26年 1月27日 新年会
▲8地区対抗ボウリング大会
《他地区青年会の公開研修》
平成25年10月22日 台東区「信じるも信じないもあなた次第！闇の権力と陰謀論」
平成25年11月26日 文京区「営業に役立つ不動産・建築セミナー」

▲1月27日、H26新年会

▲11月の親睦旅行。太宰府天満宮
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▲柳川くだり

江東宅建青年会研修：

土地売買に伴う土壌汚染調査Q＆A
昨年10月25日、亀戸文化センターにて、江東宅建青年会主催によ
る表題研修会が行われました。土地の「瑕疵」として、取引上リスク
の高い土壌汚染。調査の要否を定める法令や手続きのポイントを土壌
汚染調査会社の専門家に解説していただきました。

講師：JFEテクノリサーチ株式会社

瀧川 泰行氏

○土壌汚染調査が必要となる契機は?
①有害物質使用特定施設の廃止時 （土壌汚染対策法3条）
②改変面積3000㎡〜の土地の形質変更時（土壌汚染対策法4条）
③有害物質を使用した工場・指定作業場の廃止時・除却時（東京都環境確保条例116条）
④敷地面積3000㎡〜の土地の切り盛り、掘削、造成時（東京都環境確保条例117条）
⑤1000㎡〜 3000㎡のマンション・業務用建築物の建設時
（江東区マンション等の建設に関する条例45条）
○調査の流れと費用は?
環境省の指定調査機関に依頼する。調査機関は、まず古地図や資料で「地歴調査」し
（約15万円）、汚染の恐れがあれば、表層土壌やガスのサンプリング「概況調査」をし（約
30万円〜）、汚染が出ればボーリング調査「詳細調査」を行って汚染の範囲を確定する。
この後、必要に応じて行政と相談して処理方法（浄化、封じ込め、搬出など）を決める。
費用は、結果が悪いほど数十万〜百万単位で加算されていくので、原因者・土地所有者
にはつらい。
○宅建業者に必要な重要事項の調査項目は?
以下について、区役所環境清掃部環境保全課にて、台帳を閲覧して調べる。
・土壌汚染対策法の要措置区域や形質変更時要届出区域に指定されていないか
・下水道法、水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設の敷地（履歴）かどうか
・環境確保条例の工場・指定作業場の敷地で、有害物質の使用履歴（届）がないか
汚染調査の法的義務がある場合は、土地所有者（売主）に、調査の必要性・指定調査
機関の役目・費用概算等を説明する
○法的義務はないが自主的な調査を行う場合（但し、パンドラの箱を開けることに…）
①資産価値を把握したい場合（銀行の要請、相続評価 etc）
②買主が調査を条件とする売買。土地の「瑕疵」が問題となりそうな売買。
今後の研修会予定
平成26年2月

会員ディスカッション
（取引事例の検証など）
平成26年3月 弁護士による法律問題の解説

▲10月の研修会（亀戸文化センター）
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株式会社e-スマイル

住吉店

代表者

ゴウ

ダ

トク

キ

合田徳喜

東京都江東区猿江2-12-3 高橋ビル1階
TEL 0 3 - 6 2 4 0 - 2 8 3 0 FAX 0 3 - 6 2 4 0 - 2 8 3 1
〒 135

-0003

この度、住吉駅前に新支店を出店いたしました。地元の皆様とともに繁栄できる
よう頑張っていく所存です。何卒よろしくお願いします。

株式会社日本住宅

森下店

代表者

コウ

ノ

河野さや

東京都江東区新大橋2-7-4 N F-274 1階
TEL 0 3 - 5 6 3 8 - 8 8 6 6 FAX 0 3 - 5 6 3 8 - 8 8 7 7

〒 135
-0007

「笑顔で最高のおもてなし」を約束します♪

株式会社不動産情報社 東京大島店

代表者

ウエ ハラ ヨウ

コ

上原洋子

東京都江東区大島1-30-3 イシカワビル1階
TEL 0 3 - 3 6 8 5 - 2 5 1 6 FAX 0 3 - 3 6 8 5 - 2 5 1 4
〒 136

-0072

大島・砂町地区の中古マンションを中心に特化した地元密着の店舗を目指します。
今後共よろしくお願い致します。

株式会社ブラッシュウッド

代表者

シバ

ヒデ ヒロ

柴

英弘

東京都江東区豊洲5-6-45 グランアルト豊洲1211号
TEL 0 3 - 3 5 3 3 - 5 4 8 0 FAX 0 3 - 3 5 3 3 - 5 4 8 5

〒 135
-0061

江東・中央・港区の湾岸エリアで、中古マンションの売買仲介をメインに業務を
行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。

ソフィア不動産

代表者

ス

ドウ シン

ゴ

数藤伸悟

東京都江東区亀戸2-35-4 ソフィア亀戸601号
TEL 0 3 - 5 8 5 8 - 6 6 5 8 FAX 0 3 - 5 8 5 8 - 6 6 5 8
〒 136

-0071

社是は「報酬は社会により還元される」というものです。社会的弱者の味方にな
る業者になりたいと思います。

株式会社ロンバス

代表者

ミヤ ザキ ヒロ ヒサ

宮﨑博久

東京都江東区深川2-30-7
TEL 0 3 - 5 8 0 9 - 9 5 0 0 FAX 0 3 - 5 8 0 9 - 9 4 9 9

〒 135
-0033

会社も社長も若いので、お引き立ての程、よろしくお願いします!!
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支部事務局だより
歳のせいばかりでなく、
月日のたつのは早いもので、平成になって26年目です。
今年も、少しでも皆様のお役に立てるよう努めて参りますので宜しくお願い申し上
げます。
さて、
日頃より支部からのお願いに快くご協力いただき誠にありがとうございます。
当協会・支部も、会員の皆様のお役に立てるよう様々なサービス、研修会、
レクリエ
ーション等を行っております。
お忙しい業務の合間に、毎月の
会員配送物や支部からのFAXにお目通しいただき、
ご活用下
さい。
ご不明なことや支部へのご意見等ございましたら、
お気
軽に支部事務所までご連絡いただけると幸いです。
お待ちして
おります!
江東区支部事務所

☎3636-5893

事務局 白井しづ子

工事が進む豊洲新市場（H26年1月撮影）







東京は大荒れの空模 様。五輪が決まっ 


 て歓喜の嵐 →「貸金庫に５千萬円」で主 
 役退場 → 小泉＆細川、反原発の陣！ → 


「顔」は誰に？
 風雲急の大選挙。


雨でも晴れでもタンタンと時は流れ、日 


 常が過ぎ、知らないうちに道路や競技場も 


６年後がやってくるのでしょうね。 
 完成して、
 立派でなくても日本人らしい、きちんとした 


 五輪が開催できるといいですね。区長曰く 
 「区民皆英会話」。いえ世



 界中の「こんにちわ」「よ

 うこそ日本へ」をマスター



 しましょう！



ミゾゴイ
 広報小委員長 星野 育子



平成 26 年 2 月 4 日

