題 字
山﨑孝明 江東区長

東京ビッグサイトのプロジェクションマッピング（有明３丁目）

２０１５

新 春 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
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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支部長 岩 﨑 健 恭 新年のごあいさつ
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平成２７年 江東区支部 新年会開催
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地区会報告
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青年会報告
新入会員のご紹介
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「未 来 」
公益社団法人
江東区支部

「 新年のごあいさつ 」

東京都宅地建物取引業協会
支部長

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

岩﨑 健恭

東京都不動産協同組合

新年明けましておめでとうございます。

ション等の各行事にご参加いただき誠にありがとうございます。おかげさまで「 消費者
保護 」「人材育成 」を柱とした公益事業と支部活動は今期も順調に推進中です。また、
高齢者への住宅斡旋（２０１４年１２月末現在５件成約 ）及び無料不動産相談など江東区と
の協定事業も継続推進中です。高齢者への物件情報は常に少ない状況です、空室等ござい
ましたら是非ご紹介下さいますよう皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。
２０１４年４月、消費税が８％に増税されました。景気回復を願いましたが、アベノミクス

東京本部長

理事長

瀬川 信義

会員の皆様にはお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。
役員の皆様には会務運営にご尽力いただき、また会員の皆様には研修会・レクリエー

会長

新 年 あけましておめでとうございます。江東区支部の皆様には、輝かしい新春を
お迎えのことと思います。また日頃は、本部並びに支部事業にご協力を賜り感謝申し
上げます。
さて、昨年は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動で一旦景気の減速が見受けられ
ましたが、株価も上昇、緩やかに成長しつつあります。一方、業界の動向では、要望
活動しておりました宅地建物取引主任者の名称変更ですが、昨年の通常国会で成立

効果にはやはり時間が必要でした。なかなか所得増とは成らず、暮れの選挙で２０１５年

し、今年４月１日より「 宅地建物取引士 」となります。この実現に関しては、皆様方

の再増税は見送りとなりました。そんな税を巡る一年から、昨年の漢字は「税」が選ばれ

のご支援・ご協力の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。

ました。我々の業務も「税」抜きには語れません。謄本取得や契約書・領収書に貼付する

今後、取引士は、今まで以上に大きな役割を担うようになり、加えて、コンプライアンス

印紙税から登記の登録免許税、取得時の不動産取得税や売却時の譲渡所得税、保有時の

の徹底、高い倫理観が求められます。会員の皆様におかれましても、日頃からコンプライ

固定資産税や相続税や贈与税などなどです。また、相続時精算課税や住宅ローン控除等

アンス遵守への取り組みについて、あらためて認識して頂きたいと思います。

の特例も加わり多岐にわたる知識が必要です。時に大きく、時に小さく毎年微妙に変化

ところで、現在、本会は１５，
２００名を超す会員を擁していますが、私は、組織力が

する税制ですが、不動産関連の優遇税制は東京都不動産政治連盟の働きかけで継続されて

様々な活動の源泉であり、会員数増強が財政基盤の強化につながると考えます。知人で

います。税務知識は難しいジャンルですが、優遇措置の適用要件等を正しく理解してお客

独立開業をされる方がおられましたら、本会への加入をお勧め下さるようお願いいたし

様へ活用の提案をしたいものです。

ます。

２０１５年４月からは宅建主任者が「宅地建物取引士」へ改称されます。４月以降も従前の
宅地建物取引主任者証は有効ですが「宅地建物取引士証 」への切り替えも可能です。改称に
伴い宅建業法の一部が改正されます。宅地建物の安全で安心な取引のために果たすべき
責任の増大や、中古住宅の円滑な流通のために関係者との連携など大きな役割を担うように
なりプロとしてより高い資質が求められます。更に、従業者へ必要な教育を行う宅建業者の
義務規定も加わります。皆様におかれましては、日頃よりお取り組みいただいているかとは
存じますが、改めて業務処理の原則及びコンプライアンスの遵守などにご留意願います。宅建
協同組合では各種保険商品もございます。安心の保証を上手にご活用ください。また、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。最近の災害では、住宅用火災
報知器の未設置により死亡事故が発生（日中の火災・非木造住宅）、消防署より住宅用火災

そして、組織財政改革の見直しも必要と考えています。宅建協会、関連団体は、すべて、
皆様の出損で運営し、一般消費者、会員である宅建業者の為に活動しております。その
期待に応えられるよう、各当事者の利益が最大化されるようにしたいと考えております。
私は皆様方から頂いた声に真摯に耳を傾け、今後、より有益な事業の実現の可能性には
あらゆる方策を取り、一層の会の発展を目指し努力していく所存ですので、ご協力を
お願い申し上げます。
また、本会は本年で５０周年目になります。半世紀の間、業界に影響を及ぼす法律制度
変更等が持ち上がったこともありましたが、本会はこれを乗り越えてまいりました。
これはひとえに歴代役員、会員各位のご尽力の賜物です。そして、これまでの実績、

報知機設置の徹底と、正しく作動する確認（ 電池交換の励行 ）を要請されました。空気が

本会のスケ−ルメリットを活かし、会員の皆様方と共に、次の５０年に向けて明るい未来

乾燥する今の季節、管理物件の設備を再確認いただき防災へのご協力をお願いいたします。

への展望を切り開いていきたいと考えています。

本年は未年、未が来ることで未来！ 未来へ向け、様々な変化を楽しみ・取り入れ、多様化
する価値観への答えを見つけましょう。会員皆様の充実と発展をご祈念申し上げます。

最後に今年が会員の皆様にとって実り多き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。

平成２７年
江東区支部

新年会 開催

１月１５日（木）アンフェリシオンにて

厚生小委員長

庄司 明由

平成２７年１月１５日、亀戸の
「 アンフェリシオン・ソレイユの
間 」に於いて、江東区支部新年会
が開催されました。御来賓の方々
をはじめ、７１名のご出席を頂き
ありがとうございました。
第１部は嶋田幹事長が司会を
務め、梶田副支部長の開会の辞、
岩﨑支部長が新年のご挨拶を行い、
ご来賓を代表して、公益社団法人
東京都宅地建物取引業協会の副
会長・小早川勝一様よりご祝辞を賜りました。

司会進行 嶋田幹事長

支部会員様他７１名がご出席

岩﨑支部長のご挨拶

また、国土交通大臣より宅建
業における長年の功績に対
す る 表 彰 を 受 け ら れ た 、元
支部長で前都宅協本部副会長
の杉浦富夫氏に対し、当支部
より記念品が贈呈され、杉浦
氏に もご 挨 拶を いた だきま
した。
この後、森本大造顧問の乾
杯により祝宴開始となりまし
国土交通大臣表彰 杉浦氏

た。

乾杯の音頭 森本顧問

アンフェリシオン自慢の料理を

二部の進行は厚生委員

よくかきまぜて。平本氏

大当たり！ 小出氏

お酒と共に楽しみながら歓談が続
くなか、この時期お忙しい江東区
ゆかりの議員の方々も挨拶にかけ
つけられました。山﨑孝明区長に
対して、岩﨑支部長より社会福祉
協議会への義捐金が贈呈されまし
た。

続いて恒例のお楽しみ抽選会。今年は、コース料理付ペアクルーズ、
自転車２６インチ（６段ギア）、松坂牛すきやき肉、ホームベーカリー
他全２４点 。協賛いただいたアットホームさんからは、タブレットを
頂戴し会場全体に明るい声が広がりました。
最後に三川薫相談役の音頭で景気よく中締めをして頂き、潮来副支
部長の閉会の辞でお開きとなりました。
出席の皆様のご協力に感謝し、今年１
年すばらしい年になるようにご健康と
ご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

齋藤氏

中村氏

鈴木氏

柳川氏

泉氏もゲット。

山村氏

第２部のアトラクションは、
『 ジャスティン丸山＆テネシアン』という６人のバ ンド
による生演奏です。エルヴィス・プレスリーを中心に、１９５０年代から６０年代のオール
ディーズナンバーの名曲を、ダンスを交えて披露いただきました。支部会員も世代交代が
すすんでおりますが、新年会へのご出席
は熟年社長が中心で、懐かしい曲にノリ

９０才の三川薫氏が中締め

ノリで口ずさむ方々もおられました。

いいことありそう。豊田氏

仕事もこの調子で。馬場氏
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オールディーズナンバーをたっぷり

テケテケ。坂本氏 高橋氏 嶋田氏

チークダンスはお手のもの

お相手が誰だって・
・
・
・。

今年もやるゾ。板倉氏 粟竹氏 堀氏

ヤンヤ。 森山氏 大竹氏

開催

平成２６年度

厚生小委員長

庄司 明由

平成２６年１１月１２日（水）に、恒例の秋の会員レクリエーションを開催いたしました。
今回は、昨年６月に世界遺産登録された「 富岡製糸場」の見学と、リニューアルオープンした
「 軽井沢アウトレット」へ日帰りバスツアーで、早朝の出発にもかかわらず、３２名の会員様
にご参加いただきました。朝方ぱらついた雨も、午後には薄日が差し、車窓より秋の紅葉も
楽しむことができました。

群馬県富岡市。絹産業の町

明治５年に操業開始（ 〜Ｓ６２）

繭から生糸をとる繰糸場

世界遺産の「 富岡製糸場 」は今話題の観光スポットで、ボランティアガイドさんの予約
も取れないほど大勢の観光客で賑わっており、一行は自由見学とあいなりました。
富岡製糸場は、明治５年（１８７２年 ）に操業を開始し、昭和６２年（１９８７年 ）に操業停止
となるまで、１１５年間にわたって製糸工場として運営され、建物は当時のまま国の指定
史跡として保存されています。官営工場として繁栄した当時のまま全体として残っており、
各棟の西洋風の外観は美しく機械が並んだ工場は見応えもあり、日本が近代化し始めた頃の
歴史にふれることが出来たと思います。操業停止後２７年間、地元ボランティアの方々の手
によって、大切に保存されて来た思い入れも感じることが出来ました。案内の方によれば
「ようやく世界遺産に登録されましたが、ご覧頂く建物の整備などはまだ始まったばかり」
とのことで、整備が完了した頃、もう一度訪れてみたいものです。

明治期のフランス式の実演

片倉時代

Ｓ４０〜 は自動繰糸機

女工さんの寄宿舎

富岡市を後にしてバスは一路軽井沢へ。
昼食は、軽井沢プリンスホテル内の
「桃李」
で中華料理を皆様と和気あいあい、美味し
く頂きました。ボリュームも満点でした。
その後は隣接する「軽井沢アウトレット」
でのショッピングです。大変広い敷地に、
ブランドショップや名産品、その他諸々多
くの店があり、一周するものいい運動で
す。下調べをしてお目当ての店を決めてこられた方もいた
ようです。限られた時間でしたが、それぞれ買い物袋を
抱えてバスに戻られた様子をみて、ショッピングを楽しんで
頂けたのかなと安心しました。
帰りの車中は、皆様早起きのためか少しお疲れのよう
でしたが、うら若きバスガイドさんの説明をうつらうつら
と聞きながら、山々の紅葉を眺めるなどして秋の一日を
締めくくり、無事帰途につきました。

皆様、お疲れさまでした。

今回も多数のご参加をいただ
き厚生委員会一同お礼申し上げ
ます。来年も本年以上の参加者
が集まっていただけるような企
画を考えて行きたいと存じます。

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

森山 政巳

昨年より瀬川新会長のもと、公益事業を含めた事業運営が実施されております。当
支部会員の皆様のご協力に対し、厚く御礼申し上げます。
既にご案内の通り、各支部様に経費の削減をお願いしております。新規開業者の本協会への加入者
が減っており、本部の財務が厳しくなっているためです。このままでは各事業の縮小も懸念される
ため、総務委員会では、新規入会促進に取り組むべく、入会促進委員会を立ち上げました。当協会加入
のメリットをアピールするため、支部事務局に入会相談マニュアルを設置する検討をしております。
会員の皆様におかれましては、不動産開業の相談を受けられた際、是非、当協会への入会を勧めて
頂ければ幸いです。協会発展のため総務委員会も全力をあげて活動してまいりますので、何卒、ご理解
とご協力賜りますよう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

３．賃貸借契約等に関する相談
１５件
４．売買契約等に関する相談
１６件
５．相続、後見等に関する相談
６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
３件
８．その他
１４件

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、日頃より、社会貢献委員会のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今年も９月１日より、恒例の会員点検調査を、移籍会員様を中心に、またアイウエオ
順にて、８社ほどお伺いさせていただく予定です。違反屋外広告物の除却につきましても、各地区ごと
に、期間を定めて実施させていただきたいと思います。ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
なお昨秋行われた、行政との合同違反広告物除去の結果は次の通りでした。
日
時：平成２６年１０月２１日（火） 午前１０時 〜１１時３０分
除去地域：城東地区、明治通り・丸八通り周辺
参 加 者：区役所土木課３名 全日４名 当支部５名 その他１名
除去枚数：３１枚（ 不動産関係はり紙 ）

各地区長様をはじめ、会員の皆様には、新規入会申請者の事務所調査等、いつもご
協力を頂き有難うございます。昨年は「会員電話速見表 」を発行にもご協力いただき
有難うございました。組織の強化は、ひとえに会員数の確保にかかっております。本年もまた、入会
希望者の情報等がございましたら、是非、支部へのご一報等お願い申し上げます。
平成２６年１２月末の支部会員数

２６３名（ 都宅協全体１５，
２０２名 ）

総務委員会・厚生小委員会
厚生小委員長

庄司 明由

明けましておめでとうございます。昨秋、１１月１２日（水）に、恒例の江東区支部
親睦レクリーションを開催致しました（ 特集６・７頁 ）。ご参加の皆様お疲れ様でした。
来年度も、ご要望を取り入れて、より良い企画を検討してまいりますので、よろしくお願い致します。

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・情報流通小委員長

鈴木 英明

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
平成２７年度の予算書（案 ）につきましては、昨年１２月４日の常任幹事会を経て、
１月８日の役員会で承認いただき、本部に提出させていただきました。来年度は本部交付金が大幅
に減額されることになり、各委員長には、来年度の事業内容の検討と予算額の絞込みにご協力頂き
ました。御礼申し上げます。
会費の納入状況につきましては、一部に未納はあるものの、例年通りの入金状況となっております。
未納会員様に対しては早期入金を引き続きお願いして参ります。

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

情報委員会・情報流通小委員会

荒井 眞二

江東区役所における出向相談の結果を下記の通りご報告致します。ご多忙の最中、
出向いただいた役員の皆様方には、厚く御礼申し上げます。
期
間：平成２６年１月７日 〜 平成２６年１２月１６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 ）
相談件数：計７１件
（内訳 ） １．借地等に関する相談
１４件
２．地代、家賃、売買価格の相場等に関する相談
２件

大竹 哲夫

〜ハトさんとハトマークサイトが繋がりました！〜
昨年１２月に「ハトマーク東京不動産（ 通称：ハトさん）」と「ハトマークサイト東京」
が連動し、稼働致しました。詳細は１２月の配送物のなかでご案内しておりますが、おおまかな機能
の違いをお伝えしますと、
○ハトマークサイト → 物件公開機能のみ
○ハトさん「ハトマーク東京不動産 」→ 物件公開機能 ＆ 業務支援システム機能
（ハトさんの業務支援システム機能 ）
・各種管理機能（ 物件管理・顧客管理・契約管理 ）
・間取図作成（オプション）、写真のワンタッチ登録・自動サイズ変更
・帳票印刷（ 募集図面・契約関係書類 ）
・レインズへ再アクセスすることなく図面の登録が可能
・クラウドによる関係書類・データ保管機能
特にクラウドによる書類やデータ保管機能は、大規模災害時や、火災・パソコン故障時に、世界５
か所で同時にバックアップされて、迅速に業務の円滑化を図れる機能です。もちろん平常時には、出先
での問い合わせ対応として利用できます。
どのようなシステムであっても、不動産情報の流通は、会員の皆様による物件登録・多くの画像登録、
成約・変更時の修正が定期的に行なわれていくことが大切です。これを行なうことに消費者の方から
信頼を得て、より一層利用が広がっていくことになりますので、ぜひご活用くださいますようお願い
申し上げます。今年度も情報流通委員会活動にご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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 」は東京都宅建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、
ご利用頂きますようお願い申し上げます。
なお、平成２６年度の地価調査委員会の開催は、平成２７年２月初旬を予定しております。昨年に
引き続き今年も多くの地点で地価の上昇が予想されておりますが、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

当支部会員様に対し、江東区支部の活動状況や、お役立ち情報・研修などを、誌面
を通じてご紹介することで、会員様個々の活気と繁栄、ひいては支部や協会の連帯感
につなげることができればと考えております。五輪を控え、激動する東京＆宅建業界にあって、わが町
江東区のウオッチングもしていきたいです（ 特集１６頁〜）。

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

三川 勝己

○ 平成２６年度支部研修会を開催しました。
日 時：平成２６年１０月７日（火）
会 場：ティアラこうとう大会議室にて
テーマ：「不動産に係る成年後見制度と家族信託 」
講 師：中島・彦坂・久保内法律事務所
弁護士 久 保 内 統 氏

✎

家族信 託 は 新 しい制 度ゆえ 使い 勝手 など 未 知数 。
経過を見守る必要ありそうです。

○ 平成２６年度第２回本部主催ブロック別研修会を開催し
ました。
日
時：平成２６年１１月６日（木）
会
場：サンパール荒川にて
テーマ Ⅰ ：「私たちの命・財産・まちを守る！
〜 都市で暮らす防災の基本と心構え〜」
講
師：（公社）日本不動産学会会長
三井 康壽 氏

✎

元阪神・淡路復興対策本部事務局長の実体験に基づく
お話は参考になりました。

テーマ Ⅱ ：「知っておきたい！ 高齢者社会への対処法と
相続に関する法律知識 」
講
師：深沢綜合法律事務所
弁護士 高 川 佳 子 氏

✎

平成２７年に改正される相続税制度への対処について
もご講義頂きました。

研修会に参加する江東区支部会員数は年々減少しており、
今回は東京３２支部中、最低でした。研修会は業法が規定
する法定講習でもあります。各地区や班にて会員様に参加
を呼び掛けていただくなど、皆様のご協力をお願い申し上げ
ます。

江東区支部 ニュース
○ 役員会が開催され、各委員会・小委員会からの報告・議案決議等が行われました。

第４回： ９月１８日（木）
第５回：１１月１３日（木）
第６回： １月 ８日（木）

○ 平成２６年度不動産フェアが開催されました ･･････････････････････････ 嶋田幹事長
本年は足立区支部の主催で、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２６年１０月３日
（金）１０時 〜１６時 会場：足立区役所中央館１階ロビー
該当相談件数３９件（不動産２２件、法律５件、税務５件、建築５件、その他２件）
献血者数 申込者４８名 献血者３９名

○ 平成２６年度宅地建物取引主任者資格試験が開催されました ･･･････････ 嶋田幹事長
日時：平成２６年１０月１９日（日）担当会場：華学園（ 登録講習会修了者会場 ）
申込者数７５０名 受験者数６８５名 欠席者数６５名 受験率９１．
３％
当支部より本部長１名、事務主任１名、本部員１４名、監督員２４名が従事しました。
○ 平成２６年度本部ゴルフ大会（チャリティ）が開催されました
･･･････････ 総務・厚生小委員会 庄司委員長
日時：平成２６年１０月１日（水）会場：武蔵丘ゴルフコース
参加者：杉浦富夫、三川廣志、福原章人、森山政巳
○ 当支部会員の動向（７月〜１２月）･････････････････ 総務・組織小委員会 齋藤委員長
［ 新入会員 ］６名 → 本誌２０頁でご紹介
日本エコロジー ㈱
㈱ 葵コーポレーション ㈱ レナウンエージェンシー
㈱ハウスメイトショップ門前仲町店 ㈱リアルフィード ㈱ＲＯＯＴＳ
［ 移籍会員 ］ リーディング ㈱（亀戸）千代田中央支部へ移籍
ＳＰＡＣＥ ＴＲＡＤＥ㈱（深川第一）新宿支部へ移籍
菱建商事 ㈱（深川第二）北区支部へ移籍
イー・トップ ㈱（亀戸）千代田中央支部へ移籍
［ 権利承継 ］なのはな不動 産（亀戸）古沢工務店より生存引継ぎ
［退
会 ］杉本興業 ㈱ 東京中央支店（砂町）支店廃止
ｅ−スマイル 住吉店（深川第二）支店廃止
新陽商事 ㈱（砂町）業の廃止
㈱ エムエイコーポレーション（深川第一）業の廃止
㈱ フロンティア（深川第二）業の廃止

【 深川第一地区 】 地区長 門戸 暢

地区会報告
【 亀戸・大島地区 】 地区長 庄 司 明 由
平成２６年１２月２日（火）午後６時３０分より、ＪＲ御徒町近くにある
『 焼き鳥 鳥陣 』にて亀戸・大島地区の忘年会を行いました。地元を離れ
ての開催にもかかわらず、２２名の会員様にご参加いただきました。
老舗の地鶏に舌鼓を打ちながら、この１年の政治・経済・スポーツと各テーブルで話題
は尽きないようで、日頃からの親睦も一段と深まり、大変有意義な会になりました。
次回もまた、より多くの会員様にご参加いただきますよう、お願い致します。

支部長「お疲れ様でした。」

地区長の音頭で乾杯

平成２６年１０月３日、
「江東区の展望と方向性について」と題した研修
会を、親睦会を兼ねて、夜の東京湾「ヴァンテアンクルーズ 」船上
にて行いました。講師に衆議院議員の秋元司先生をお招きし、地下鉄
８号線、２０２０年開催オリンピック、築地市場の移転問題等のお話をうかがいました。
参加者は男性１３名女性８名と講師２名の２３名。竹芝桟橋より乗船して北海道ビュッフェ
の会食と東京湾ナイトクルーズを、多いに楽しみました。
また、
１２月１１日（木）午後６時３０分より、ホテルイースト２１東京３階「 牡丹の間」
におきまして、深川第一・第二地区合同忘年会が開催されました。冒頭、深川警察署
「生活安全課」橋本課長様より「 深川建物防犯協力会（仮称）
」の設置について説明が
あり、岩﨑支部長、深川第二地区長がご挨拶。
深川第一・第二の合同忘年会
乾杯の発声と中締めを各地区副支部長が担当、
私深川第一地区長が司会を行うとういう役割
分担でした。選挙期間中のご多忙のなか、秋元
司先生にもお顔を出していただきました。深川
第一地区会員は当日２０名参加していただきま
したが、大変楽しい会となり、合同で開催を再度
希望する旨のご意見を複数の会員の方から頂戴
しております。

【 砂町地区 】 地区長 三 川 勝 己
平成２６年１２月９日（火）
、木曽路南砂町店において忘年会を開催し
ました。岩﨑支部長をはじめ１６名の地区会員様に参加いただき、寒い冬
には極め付けのしゃぶしゃぶ鍋をいただきました。解散選挙で終わった
一年間を振り返りながら、互いの労をねぎらいました。
民法の改正、
ＩＴを利用した契約など、業界は急激な変化
にさらされています。これらに対応するために柔軟な頭脳
と実行力が必要で、今後は若い世代の会員の方々に期待が
集まることでしょう。各社の二代目、三代目の皆様にも
積極的に行事参加をお願いすることで意見がまとまり、
散会となりました。

「いい肉ですねェ。
」

「ごちそうさまでした。」

支部長「力を合わせて」

深川署の橋本氏

【 深川第ニ地区 】 地区長 荒 井 眞 ニ
平成２６年９月２５日（木）午後６時より下記セミナー＆懇親会を
開催しました。
場所：森下文化センター 内容：平成２７年度相続税税制改正
講師：税理士法人 日の出事務所 代表社員 松 下 守 様
懇親会会場：トミーノ ラ カーザ（ イタリアン ）
また、平成２６年１２月１１日（木）午後６時半より、深川第一地区との合同忘年会を、
ホテルイースト２１東京にて開催しました。岩﨑支部長はじめ深一が２０名、当地区
が１１名の計３２名が参加。合同開催ということで楽しい雰囲気も倍増し、フレッシュ
な感じで、とても良かったと思います。是非また、合同での機会を皆さまのご都合に
合わせて開催したいと思います。

物件情報サイトへの掲載も気をつけて！

情報委員会主催

インターネット掲載による物件情報の広告が集客の主流となって
きました。近時は動画の利用も増えており、各社が様々に撮影した
動画がネット上に映されるとお部屋探しには便利ですが、当該部屋の
セキュリティ情報も丸見えです。ベランダや窓の構造、玄関の作り、
鍵のタイプまで。賃貸マンションはどの部屋も同じ作りですから、空
部屋情報から他の入居者の傾向（ 年齢・性別・留守時間帯 ）まで推測
可能で、窃盗や性犯罪のターゲットとして容易に認識されてしまうこと
も。ネットに掲載すべき情報か、悪用される恐れはないかを意識して
選択しなければいけません。

〜 物件紹介・案内での身近な情報リスクとその対応 〜
今回は宅建業者の日々の業務のなかにある 身近な情報リスク について勉強しました。
パソコンやスマートフォンの利用などＩＴ化に伴って生じるリスクや、物件管理や客付業務
の中にある落とし穴を、事例をもとに理解し、事業者としての危機管理強化を図りましょう。

物件管理は防犯への配慮が大事！

平成２６年１１月２７日（木）１８時半 〜
亀戸文化センター（カメリアプラザ ）にて
講師 株式会社エス・ピーネットワーク
西尾 晋 氏
同社は警察ＯＢらによるセキュリティ
＆リスクマネジメントの専門会社

西尾 晋 氏

業務用パソコンには危険がいっぱい！
業務用パソコンにはお客様の個人情報が満載です。契約書や写真、銀行口座等なかなか
削除も整理もされず、重要情報は貯まる一方。かたやインターネット利用によりパソコン
は世界中のネットワークに繋がっており、不正アクセスやウィルスなどから、不動産業者
が保有する情報が狙われていることを自覚しないといけません。
ウィンドウズは古いバージョンのサポートを順次終了しており、
更新プログラムの提供も終わると、悪意ある攻撃者が広範囲に
攻撃を開始。あたかも業務に関係ありそうな件名を装って
クリック を誘導します。ウィルスに感染した自社のパソコン
が次に取引先のパソコンを攻撃し始め、加害者となって大迷惑を
かけることもあります。ウィルス対策ソフトを使用しているからと
安心してはいけません。脅威は飛躍的に高度化しています。ＯＳ更新プログラムの適用、
マルチウェア対策など様々な防御策が必要で、ウィルスソフトのみの防御は困難です。

防犯管理のチェックポイントをあげてみました。
① 案内する際、鍵のありかをお客に把握されて
いませんか？
a 水道メーターに置いたままで、合鍵を
つくられてしまうことも。
② 落書きやゴミ、宅配物など小さな「 異変 」を把握していますか？
a ゴミをわざと置いて撤去されるかどうか観察している窃盗団もいるらしい。
③ 原状回復工事の際は、立ち合っていますか？
a 業者まかせで、合鍵を作られたり、盗聴器を仕掛けられたりした例もある。
④ 盗聴器など違法な電話発信の有無をチェックしていますか？
a 盗聴器は日常小物の形状をしていて、見ただけでは気が付かないことも。
⑤ 防犯についての情報交換を行っていますか？
a 警視庁「メールけいしちょう」に登録すると犯罪発生情報を受け取れます。

犯罪者はここを見ている！

怖い「位置情報 」
（ジオタグ ）

「ジオタグ」は携帯電話の利用者に、現在いる位置
に応じた情報を提供する仕組みです（例：その場所の天気
予報 ）。しかし、ＧＰＳ搭載のスマートフォンやデジカメで
写真を撮影すれば、撮影者の住所や名前、行動履歴が世界
中にばらまかれてしまう危険性を内包しています。すなわち、
デジタル画像にはＥｘｉｆ（イグジフ）情報といって、作成
日時や作成場所、作成
者情報まで付与される
機能がついており、撮影者の情報を第三者が、ネット上
の画像の「詳細」からキャッチできるのです。ストーカー
によって悪用された実例もありました。便利なアプリ
も安易に導入すると、思わぬ形で情報を取られてしまい
ます。気をつけましょう。

まとめ

空巣・性犯罪など、良からぬことを考えている人はここを見ています。
・駐車場と建物の位置関係
・オートロックからエレベータまでの距離、エレベータ扉の開閉
スピート
・共用通路と各住居のドアの位置や角度。アルコーブ。
・隣家の状況。自転車や洗濯物から年齢、性別、家族構成などを察知
・夜間・昼間の周囲の状況で人の流れ（ 犯罪時間帯を選別か）
・管理人の有無やゴミの出し方、場所など

統計では中高層マンションの方が危ないという結果が出て
います。特に空室は、業者が安易に設置した鍵を利用して、部屋
の中で犯罪が行われたり、空室から隣戸へ忍び込んだりされて
います。不動産空室情報は犯罪者からみるとおいしい情報の
宝庫ということ。気を付けましょう！ 変な人を見つけたら、
相手の目を見て「いつもお世話になります」などと声を掛ける
ことも撃退方法のひとつです。
宅建業者には「 住まいの番人 」の役割も求められていること
がよくわかりました！

名勝

清澄庭園のある街

東京オリンピックまであと５年。 競技会場となる江東
区には、外国からたくさんのお客様がやってくること
でしょう。「ステキナトコロ、ドコデスカ？」と尋ねられ
たら、即、応えられるよう、区内のおもてなしスポット
いにしえ
を確認しておきましょう。第１弾は、 古 の香りただよう街・清澄白河界隈です。 （広報小委員会 ）

涼亭

L文化財の橋 〜 清洲橋と萬年橋 〜
隅田川にかかる清洲橋は関東大震災の「復興事業
の華 」として建造されました。美しい姿はドイツ・
ケルンのヒンデンブルク橋を模した吊り型様式です。
かつては「中洲の渡し」なる渡し船が往来した対岸、
日本橋中洲と清澄を繋いだことからこの名が付けら
れました。普段何気なく通過しているこの橋は、永代
橋とともに国の重要文化財に指定されております。

大正記念館

清洲橋

萬年橋は小名木川と隅田川との合流付近、清澄町
と常磐町を結ぶ、名前の由来も定かでない古来の橋
です。現在の橋は昭和初期に建造されたものです
が、浮世絵師・ H
飾北斎の富嶽三十六景にもその美麗
な姿が描か
れておりま
した 。江 戸
芭蕉展望庭園より
の市中へ向
かう船の番所として長く役目を果たし、その北岸は
松尾芭蕉ゆかりの地であり、江東区景観条例の「深川
萬年橋景観重点地区 」となっています。
萬年橋

富嶽三十六景「深川万年橋下」

池に浮かぶように建つ数寄屋造の「 涼亭」は都指定
歴史的建造物で、清澄庭園のシンボル。明治４２年に
来賓用に建てられ、震災や戦火からもまぬがれて改築
されました。予約すれば集会場や会食場として利用
することができます。「大正記念館 」は大正天皇の葬
場殿を移築したもので（平成に改築 ）
、やはり一般利用
が可能です。

外人客にお薦めしたいスポットＮｏ．
１は清澄庭園
です。入園料１５０円の都立公園ですが、そこに広がる
純和風の庭、池、水、緑は「回遊式林泉庭園」と呼ば
れ、種々の鳥が水辺に集う眺めを見れば、遠い日本の
昔にタイムスリップしたような気分にしてくれます。
紀 伊国屋文左衛門の屋敷跡との説もあるようですが、
明治期に岩崎弥太郎によって整 備され 、東 京 都に
寄贈されたそうです。

L

清澄町のお隣り白河町にある
江戸の風景 〜 深川江戸資料館通り〜
深川江戸資料館は、元の江東区
役所があったところ。建物内に江戸庶民の暮らしぶりが
再現されており、時代劇の風景が目の前に。深川めし屋、
お土産屋さんも近くにあり、下町情緒が味わえます。この
通りにある霊厳寺は、明暦の大火で全焼し、
１６５８年（寛永
元年）に現在地に再建されました。徳川斉昭のもと「寛政
の改革 」を行った松平定信の墓所があります。質素倹約
で財政を立て直した老中は、アベノミクスの世をどう見
守っておられるか。

霊厳寺

L伝統文化 〜 力士と相撲部屋 〜
ジャパニーズな伝統文化といえば力士＆相撲。清澄
１〜３丁目には５つの相撲部屋があり、約８２人の力士
が稽古に励みつつ生活しております。北の湖部屋を
訪ねてみると快く朝稽古を見学させてくれました。
湯気の立つ身体 、砂にまみれた力士が土俵狭しと
申し合いをする姿は、咳をするのも憚れるような
緊張感でした。大嶽部屋（大鵬道場）、尾車部屋、高田川部屋、錣山部屋もご近所。

１月４日

Lレトロな街並み 〜 古き良き建造物 〜
深川図書館は、明治４２年に東京市立図書館として開館
し、昭和３年に清澄庭園内に再築されました。ギリシャ
建築のドリス式オーダー円柱が立派。郷土資料室には
古地図など貴重な資料も所蔵されております。
深川図書館

清洲寮

旧東京店舗向住宅

清洲寮は、昭和８年築。解体された同潤会アパートとは
違い、個人所有のＲＣ４階建て、築８２年の現役マンション
です。ネット上で「３３㎡・２Ｋ・７万円」の募集広告を発見
しました。手入れもよく、南面はあの霊厳寺で、陽当り
最高！
旧東京店舗向住宅は、昭和３年、関東大震災の復興
住宅として建てられ、ＲＣ造２階建、間口２間半の店舗
付住宅が４８棟並んでいます。アールデコ風の外観が
懐かしい。

清澄３丁目にて

五輪会場の臨海
エリアは近未来都
市の様相で世界を
驚嘆させるでしょ
うが、温故知新！
古き良き下町にも
是非おいでくださ
い！

江東宅建青年会活動報告
江 東 宅 建 青 年 会 会長 相 沢 宏 幸
新年あ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、心より御礼を申し上げます。
昨年は、本当に色々なことが起こった一年でした。悲しいニュースが多い中、株価が大幅
に上昇し、ノーベル賞を日本人が３人も受賞したり、伝統の和紙がユネスコの無形文化遺産
に指定されたりとうれしい話題もありました。宅建業界においては、オリンピックの影響
か都心部で地価が高騰しているようですが、良い所と悪い所の差がでておりますので、今年
は多方面からしっかり見定めていかなければならない年だと思っております。
江東宅建青年会の方向性としましては、会員の皆様に役に立つ研修会や懇親会、他地区
青年会との交流の充実を目指して参ります。前会長の矢野氏が作ってくださったコミュ
ニケーションツールのおかげで連絡事務が簡素化し、行事連絡等もスムーズいくように
なり、他地区開催の研修や行事への参加できる機会が今後は増えていくと思います。
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。不動産関連業者の皆様と
親交も深め、青年会活動の意義を充実させて、皆様のお仕事に役立てるよう、強く願って
おります。役員一同、一層の努力をしてまいります。ご協力を心よりお願い申し上げます。

今年の目標

● 会員数の増強 ● 会員のためになる研修会の開催 ● 会員の交流

10 月21日

第３回研修会「 研修会では聞けない法律相談 」
講師：法律事務所オ − センス 森田雅也弁護士

12 月22日

忘年会 焼鳥と燻製の居酒屋「とりとんくん」

１月23日

新年会 アンフェリシオン

２月

８地区青年会の若手交流会

３月

江東宅建青年会ボ − リング大会

６月

８地区対抗ゴルフ大会

11月

８地区対抗スポ − ツ大会

その他

研修会を３〜４回

懇親旅行会

１月２３日 新年会開催

●●●●●●● 新 入 会員 ご 紹介 ●●●●●●●
日本エ コロジー 株式会社

イ

代 表者

グチ

マサ ヒコ

井口 雅彦

東京都江東区永代 2‑31‑14 星和門前仲町ハイツ 10 01
TEL 03‑ 5809‑ 8511 FAX 03‑ 5809‑ 8311
135
0034

弊社は平成元年に設立し、サービス・物販を主として参りました。新たに不動産部を
加え新しいスタッフと共に頑張って参る所存です。たいへん未熟ではございますが今後
ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社 葵 コーポレーション

ホン

代 表者

ダ

ミチ

コ

本田 倫子

東京都江東区豊洲 2‑5‑1 パークシティ豊洲 A‑ 6 07
TEL 03‑ 5859‑ 0874
135
0061

投資用不動産の売買を主な業務としております。物件情報などございましたら、是非
よろしくお願い申し上げます。

株式会社 ハウスメイトショップ 門前仲町店

オ

代 表者

ガタ

タク ヤ

緒方 卓也

東京都江東区門前仲町 1‑4‑8 プラザ門前仲町 7 F
TEL 03‑ 5602‑ 9088 FAX 03‑ 3630‑ 2121
135
0048

江東区エリアの空室圧縮と共に、地域の業者様物件の客付け精一杯、頑張らせて頂き
ますのでどうぞ宜しくお願い致します。オリンピックに向けて地域発展の為頑張ります！

株式会社 リ アル フィード

タケ

代 表者

イ

ノブ ハル

武井 宣春

東京都江東区平野 3‑2‑6 木場パークビル 8 F
TEL 03‑ 5809‑ 8100 FAX 03‑ 5875‑ 9770
135
0023

今話題になっている空家や空オフィスの有効活用、中古マンションや古家の買取り、
各々違ったコンセプトのリフォーム等々、不動産に係る全ての方が笑顔になれる仕事
を心掛けております。江東区が活性化するよう、地域に根付いて頑張ります。

株式会社 ＲＯＯＴＳ

コ

代 表者

ヤマ

ヨウ セイ

小山 陽生

東京都江東区新大橋 2‑7‑4 N F 274 1F
TEL 03‑ 5669‑ 0715 FAX 03‑ 5638‑ 8877
135
0007

年齢の若いスタッフが多いですが、スピーディー かつ フレキシブルに頑張ってまいり
ます。

株式会社 レナウン エージェンシー

タケ タニ

代 表者

ヒロ ユキ

竹谷 裕行

東京都江東区有明 3‑6‑11 T F T ビル東館 6 F
TEL 03‑ 4521‑ 8153 FAX 03‑ 4521‑ 8168
135
8210

マンション及び一戸建の賃貸と売買の斡旋を主な業務としております。また、住宅
に関する各種損害保険の取り扱いも行なっておりますのでご協力が出来ることが
ございましたら、ご連絡をいただけます様よろしくお願い申し上げます。

会員 さ ん の
森 山 政 巳 さん

風景

㈲ ホームアシスト 代表取締役

「 休日は区内の公園や皇居周りを走っています。大会に
出るため、記録への挑戦、おいしくビールを飲むため。」
「 昨年１１月３０日、江東シーサイドマラソン１０ｋｍ 壮年
男子の部に出場し、４９分４８秒、３２６人中４６位の結果。
目標タイムを出せず悔しかったけど、次も頑張ります！」。

１１月３０日、夢の島競技場

ガッツポーズで帰ってきた。

ファイト一発！ 頑張ります。

もっと練習しなくちゃ・
・
・
・。

支 部事務局だより
新年明けましておめでとうございます。
宅建協会も今年６月に創立５０周年を迎えます。支部事務所について歴史を
振り返ってみますと、協会設立当時は、独立した事務所はなく、歴代支部長の会社
でお世話になっていたそうで、昭和５６年に現在地（ 亀戸２丁目 宝ビル）にて独立
した事務所が開設されました。当初は今の半分で、平成３年に隣室も借りて拡充
され、現在に至っております。
半世紀の間、協会組織の変更・公益社団法人への移行など様々な事がありました
が、変わらないのは、協会は会員の皆様、役員方に支えられ運営できているという
事実です。縁あって当協会会員となられた皆様にはもっと協会を利用して頂き
たいと思います。支援事業や研修会、行事への参加を通じ、お仕事
の役に立つ事や、意外な繋がりも出来るのではないでしょう
か。
私も支部にお世話になって１４年目。日頃の皆様のお心
遣いに感謝しつつ、今まで以上に会員の皆様のお役に立てる
よう努めて参りますのでよろしくお願いいたします。
江東区支部事務所

３６３６ ‑ ５８９３

事務局 白 井 し づ 子

さいとあん

採茶庵跡（ 深川一丁目）。１６８９年、芭蕉はここから奥の細道の旅に出た。

編 集後 記
今の旅行は楽しいけれど、
「 旅 」はもと
もと家を離れて辛苦を味わうという意味
で、松尾芭蕉の旅も物見遊山ではなく、忍
耐を要する厳しいものだったのでしょう。
『奥の細道 』の書き出しで「月日は百代の
過客にして行き交う人もまた旅人なり」。
時代の流れは止められず、人もまた人生
という、辛くあてのない旅をしているのだ
なあ･･･と。
はかな
芭蕉は家を持つことの儚さを感じて
いたようですが、束の間の人生だからこそ
安心して暮らせる家を持とうというのも
考え方。そのお手伝いをしているのが、
私たち不動産屋というわけです。
広報小委員長

星野 育子
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