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会本部では、中長期・安定的な組織運
営のための組織・財政改革について検
討を重ね、32支部・6ブロック部構成
から、12ブロック・３エリアの構成に
変更する事を本部理事会で承認されま
した。尚、当支部は他支部との合併統
合はなく、第１ブロックとして活動す
る予定です。
　新年度からは支部独自のWeb研修
会を計画しております。また、４月の
総会についても昨年と同様にWebに
て公開を検討しております。各委員会
においても、Webやリモートを利用
した活動を予定しております。
　直接お会いし、手を取り合うことが
出来ないというのはとても寂しいこと
ですが、遠くない将来、再び共に喜び
を分かち合うことが出来ると信じてお
ります。
　新たな体制、ツールを加え、更に充
実した環境を整えていくことで、これ
まで以上の状況が出来上がるものと思
います。
　新型コロナウイルスのワクチン接種
も開始され、少しずつ光明が差してき
た2021年。
　私たちの提供するサービスに完成形
はありません。過去の積み重ねを大切
にしながらも、新しい挑戦を続け、今
日のために、そして明日のために努力
し続けてまいります。
　私たちも頑張ります。一緒にこの難
局を乗り越えましょう！

 振り返れば2020年は、公益社団法
人として一般消費者の皆様、会員の皆
さんのお手伝いの大切さ、そして難し
さを痛感した年となりました。
　そんな中、私たち役員は新たな布陣
で大局を見据えながらも、可能な限り
細かな所まで気を配るよう一意専心の
思いで取り組んでおります。
　その例として、新しい生活様式とい
うテーマでリモート会議を導入しまし
た。更にWeb研修会の実施、メール
による対応力の強化等を行ないました。
　会員の皆さんには、メール会員登録
にて多くの方のご登録をいただきまし
た。改めて感謝申し上げます。支部か
らのご連絡は今後メールでのご案内も
増えていきますので、未登録の方がお
られましたらご登録いただきますよう
お願いいたします。
　さて、私たちの置かれている不動産
業界では、その取り扱い物件の関係で、
テレワークの導入が難しく厳しい状況
にあります。その一方ではすでに実用
化されている賃貸でのIT重説に続き、
売買においても本格運用する方針を国
土交通省が示したことから、オンライ
ン化やデジタル書面での業務への転換
も早まることになるでしょう。私たち
も更なるＩＴ化、ＤＸ（デジタルトラ
ンスフォーメーション）への取り組み
をこれまで以上に進めていかなればな
りません。
　そのような状況下で、東京都宅建協
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浅野 達哉│支部長
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報告第 1号 

令和元年度事業報告並びに 
決算報告

1　令和元年度支部事業報告
報告者：関口雅之総務委員長

　総会の資料№1「令和元年度支部事
業報告」の前段部分（世界経済等）は割
愛し、本文８行目以降、不動産業界で
は国交省が四半世紀ぶりに「不動産ビジ
ョン2030」を策定、少子高齢化・人口減
少時代への対応について、都宅協本部
では民法改正をテーマにＷＥＢ研修を
導入したこと、支部事業では総務委員
会以下各委員会の活動報告がなされた。
　本欄では次の２委員会を紹介、研修
委員会では８月に千代田中央交流会・
五輪関連施設の視察、２月に福島復
興・防災施設研修会（１泊２日）を実施、
また社会貢献委員会では７月にAED
講習会、10月に「日本橋クルーズ」と称

　千代田中央支部の「第9回通常総会」が令和2年4

月28日㈫ 千代田区神保町のハロー貸会議室神保町で
開催された。新型コロナウイルス感染拡大による緊
急実態宣言下で、政府・東京都の要請に基づき、小
規模、少人数、時間短縮で行い、役員改選では浅野
達哉支部長が三選された。
　総会は正副幹事長（早水達也幹事長、瀧川恵生・
吉田美佐子両副幹事長）の司会で始まり、冒頭で浅野
支部長が挨拶（別掲）の後、議長に齊藤美福氏（都圏
不動産㈱）を選出し、総会成立の定足数を発表・確
認の後、議長が総会の成立宣言を行い開会した。そ
して議事録署名人に奥谷秀子氏（オーエス開発㈲）、
三俣功一氏（サンユービルコンサルタンツ㈱）を選出
し、議事に入った。

　本日は、大変恐ろしい新型コロナウ
イルス感染の拡大防止で外出自粛の中、
総会にご出席いただき誠にありがとう
ございます。本部からは、委任状を多
く提出していただき安全安心に最短で、
という指示も来ております。皆様には
事前に何度かファクス等を送らせていただき、開催の趣旨をご
理解いただいた方のご参加です。どうぞご理解いただければと
思います。
　年１回の大変大事な総会ですが、緊急事態宣言下での開催で
す。最大限ご理解いただき、速やかに短時間で総会が終了する
ことをお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。（拍手）

浅野達哉支部長を三選
第 9回通常総会

緊急事態宣言下での小規模開催

浅野支部長挨拶

した第１回防災関連施設視察会、そし
て11月に第２回を実施、春日部市の
「地下神殿」と呼ばれる首都外郭放水路
を視察した。
　なお、令和元年度（２年３月末）会員
数は1,967名で、ここ数年増加傾向に
ある、との説明がなされた。

2　令和元年度決算報告
　報告者：松本行司財務委員長

　資料№２「令和元年度収支計算書」に
基づいて次のような簡明な説明がなさ
れた（科目の番号等は収支計算書どお
り）。

Ⅰ . 事業活動収支の部

　１.支部事業活動収入―⑴本部等交
付金収入の①～③の合計3,684万2,500
円は、本部からの交付金収入です。⑵
事業収入の88万3,958円は、宅建ファ
ミリー共済事務手数料、宅建ブレイン
ズ業務委託費です。⑶負担金収入の①

事業費負担金収入29万4,000円は協同
組合からハトマーク東京不動産講習会
の補助金5万4,000円、また、支部ホー
ムページ維持管理費負担金として24
万円の合計です。②管理費負担金収入
は、同じく組合から支部事務所の家賃
管理費の一部負担金として71万7,799
円の計上です。⑸雑収入は業協会過年
度会費として、平成30年度の会費滞納
者５件分、4万8,000円掛ける５の24万
円計上しました。
　従って、収入総額は3,911万713円（事
業活動収入計）となり、協同組合から
の収入等で253万73,713円の増収とな
りました。
　次に２.支部事業活動費支出、⑴事
業費支出は、予算額2,200万円に対し、
支出額は2,173万998円となり、約98％
の消化率で予算内執行となりました。
　①消費費者保護推進事業費では無料
不動産相談会を数寄屋橋公園と、千代
田区役所で開催し、また千代田・中央

04　　2020-2021　 　



議長／齊藤美福氏

司会／正副幹事長（左から早水達也幹事長、瀧川恵生・吉田美佐子副幹事長） 議事録署名人（左から奥谷秀子氏、三俣功一氏）

両区役所で不動産相談所の運営費用を
支出しました。②情報流通事業費では
支部報の発行、支部HPの充実等事業
の推進を図りました。③調査研究事業
費では地価調査関係費用の支出です。
④教育研修事業費では実務研修会を３
回開催、また福島復興・防災視察研修
会等を実施した関係費です。⑤社会貢
献事業費では不動産交流会、AED講
習を２回、また箱根研修旅行会や宅建
試験関係費並びに防災関連施設視察、
福島への義援金等を支出しました。⑥
企業倫理推進事業費では会員事務所点
検調査を30件行い、その関係費用を支
出しました。
　⑵支部管理費支出、①福利厚生研究
費支出では消費税の増税分で若干予算
オーバーですが、例年どおり帝国ホテ
ルでの「新春の集い」を開催、また、他
支部チャリティーゴルフ会参加の助成
を行いました。②の一般管理費支出、
予算額2,061万円に対し、支出額は
1,804万6,562円、256万3,438円の支出
削減です。消化率は87％となります。
　従って、令和元年度支出総額は事業
活動支出計（B）4,437万3,907円、当期
収支差額（H）は［Ⅲ.その他の（H）の
所］526万3,194円の支出増加で、次期
繰越金は2,623万7,828円です。
　なお、別添の「貸借対照表」「正味財
産増減計算書」「財産目録」はお目通し
願います。

3　監査報告
報告者：小林勝義監査役

　監査役（堀川哲夫・宮田敦・小林勝

義の各氏）を代表して、令和元年度期
末監査結果について次のように報告し
た。
　「去る４月８日午前10時30分から監
査役３名は千代田中央支部会議室で監
査を行い、幹事の提出した令和元年度
に執行された事業報告書並びに収支計
算書、正味財産増減計算書、貸借対照
表、財産目録及び関係証憑書類等を監
査した結果、いずれも適法にして正確
に処理されていることを認め、ここに
報告します。」

報告第 2号 

令和２年度事業計画報告 
並びに予算報告

1　令和 2年度事業計画報告
報告者：早水達也幹事長

　資料№4「令和２年度千代田中央支
部の事業計画」（別掲）の「基本方針」と
「個別事項」について説明された。

2　令和 2年度予算報告
報告者：松本財務委員長

　報告資料２「令和２年度収支予算
書」について簡明な説明がなされた（科
目の番号等は収支予算書どおり）。

Ⅰ . 事業活動収支の部

　今期同様、本部の予算大綱で大幅な
予算削減が決定しており、支部への交
付金、特に入会金交付金は、今期あっ
た900万円がゼロとなり、さらに厳し

い予算編成となりました。
　１.支部事業活動収入の①入会金交
付金収入以下、②③の合計2,831万
7,400円は、本部指定の予算額計上で
す。⑵事業収入の80万円は宅建ファミ
リー共済事務手数料で、前期同様４期
合計60万円と今期、宅建ブレインズか
ら宅建ハトさん保証の業務委託20万
円が加算されました。⑸雑収入は預金
利息、祝儀等15万2,500円の計上です。
従って、事業活動収入計は2,926万
9,900円です。会員増加にもかかわら
ず、入会金交付金の削減で前年度より
730万7,100円の減収となります。
　続いて支出予算額ですが、前段の収
入合計（A）2,926万9,900円に、Ⅱ.投資
活動収支の部の周年記念事業積立金か
ら取り崩した300万円と前年度予備費
2,096万8,022円（Ⅲ.その他）を加算した
合計5,323万7,922円を基礎として、支
出予算額を設定しました。
　支出について、２.支部事業活動費
支出の⑴支部事業費支出は前年度より
420万円の削減予算でのやりくりです。
①消費者保護推進事業は、主となる不
動産無料相談会を予定、開催の仕方や
運営方法の見直しを図ります。②情報
流通事業では、支部HPの維持管理と
セキュリティー強化が必要になってお
ります。支部報の発行は年２回維持す
る予定ですが、会員増による発行部数
の増加に伴い、もう一度構成内容など
中身を精査し直すなど情報事業の推進
を図ります。③調査研究事業は、地価
調査担当者の人員をさらに絞る予定で
す。④教育研修事業は視察研修を予定、
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幹事（敬称略）

支部長（敬称略） 監査役（敬称略）

また主力である実務研修会は毎回ほぼ
満席状態で盛況でしたが、減額予算の
中、質を落とさず、開催方法の見直し
を図ります。⑤社会貢献事業では、宅
建試験関係費を除き来期も研修旅行会
は行う予定ですが、会費の値上げや開
催の内容を改めて見直す予定です。ま
た、防犯防災協力金などは減額の予定
です。⑥企業倫理推進事業は、９月の
会員事務所点検調査の件数を30件ほ
どに絞る予定です。以上、事業費全体
では1,780万円の計上となりました。
（2）支部管理費支出、①福利厚生研究
費の福利厚生費は、例年どおり新年会
を開催し、また周年記念事業を予定、
その事業費300万円を計上し、福利厚
生支出合計として740万円となります。
②一般管理費支出は、会議費関係は総
会費用、役員会費、渉外費を減額、ま
た、弁護士・税理士顧問料の支払報酬
支出は、矢田法律事務所様との顧問契
約解消、減額しました。以上、（1）事
業活動支出合計額（B）は4,481万円とな
り、事業費全体で前年度予算額より
230万円の減額です。

Ⅲ . その他

（「Ⅱ.支部投資活動収支の部」は略）
　令和２年度収入総額は、前段（A）当
期収入合計2,926万9,900円と周年記念
事業費300万円と、先ほどの決算で確
定した前期繰越金2,623万7,828円の合
計5,850万7,728円になります。令和２
年度事業活動支出総額（B）は4,481万円
となりました。従って、収入総額
5,850万7,728円と、支出総額4,481万円
との差額1,369万7,728円が予備費（G）
となり、次年度繰越額となります。

議事第１号 

役員改選に関する件

　提案者：関口総務委員長
　本年度は役員改選期に当たります。
支部運営の根幹を成す新役員候補者の
選考を慎重に行い、本総会に提案する
役員候補者名簿を作成しました。この
経過を議場にご報告申し上げます。
　令和元年12月31日現在の支部役員
である正会員全員に、令和２年３月２
日に支部長立候補者の届け出に関する
告示を行い、３月５日4時までに浅野
達哉氏と小林大介氏の２名の立候補届
がありました。３月23日の支部役員会

で、支部長選出の方法を役員選出に関
する規約に基づく役員選考委員会によ
る選考ではなく、役員会を構成する幹
事38名の選挙による投票で選出する
ことが決定され、４月13日に厳正なる
投票を選挙管理委員３名、立会人２名
により開票した結果、次期支部長には
現支部長の浅野達哉氏を支部長候補者
として選任、決定しました。
　続いて、監査役候補者に次の２名、
宮田敦様、小林勝義様を推挙します。
　なお、役員の補充は役員選出に関す
る規約に基づき新支部長に一任し、役
職、役員の委嘱は、支部内規５条「支
部長これを委嘱し、役員会の承認を得
る」となっておりますので、ご承認い

氏　名 商　号
浅野　達哉 駿河台不動産㈱

氏　名 商　号
宮田　　敦 宮田不動産㈱
小林　勝義 ㈱ローヤルハイツ

（順不同）

氏　名 商　号 氏　名 商　号
浅野　達哉 駿河台不動産㈱ 矢口　　淳 ㈲矢口不動産
小林　大介 光正不動産㈱ 大園　公夫 ㈱イストプランナーズ
大原　正則 大原不動産㈱ 関口　雅之 京橋中央不動産㈱
菅沼千香子 フォレストリビング㈲ 海老根　宏 ㈱エヌ・ケイ・リミテッド
早水　達也 早水不動産社 松本　行司 松富士宅建㈱
小川　賢一 ㈱寿トラスト 瀧川　恵生 ランドガレージ㈱
奥谷　秀子 オーエス開発㈲ 松岡　正記 三葉工業㈱
外川　隆康 ㈱久松商事 吉村　正人 ㈲大坂屋不動産
宇治川　俊 ㈲シティ・クリエイト 南雲　保秀 南雲不動産㈱
村上　直樹 Grand Quasar Japan㈱ 鈴木　敏勝 ㈱クラックス
稲垣　秀明 ㈲水戸興産 田中　賢央 ㈱ケンオウ企画
吉田美佐子 ㈲まいら 牧野　知弘 ㈱オフィス・牧野
児玉　　裕 ㈱小寺商店 稲村　　忍 稲村不動産㈱
小川　晴子 三富住販㈱ 横瀬　健二 ㈱スリーウェーブ
松井　伸彦 松井地所㈱ 小林　伸行 東光地所㈱
三俣　功一 サンユービルコンサルタンツ㈱ 橋山　和生 ㈲ジー・エム・エス
原田　　正 ㈱イット・プランニング 鈴木　重之 利活堂㈱
大森　英央 ㈱中央不動産鑑定所 坂本　道昭 ㈱アーバンコンサルタンツ
瀧口　和子 ㈲伊豆和 鈴木　邦隆 一ツ橋商事㈱

38名（順不同）

関口総務委員長 松本財務委員長 監査報告／小林勝義監査役 閉会の辞／奥谷秀子副支部長
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千代田中央支部　社員（敬称略）

ただきたい。
　また、本部役員、関係派遣役員につ
いても、支部の円滑な運営のために新
支部長に一任たまわりたい。

採　決
　議長（齊藤美福氏）が議事第１号「役
員改選に関する件」について、賛成の
挙手を求めたところ賛成は20名、反対
はゼロで、賛成多数により提案どおり
可決・承認された。
　ここで新支部長の浅野氏と新監査役
の宮田敦・小林勝義両氏が紹介された。
　続いて「本部出向社員選挙に関する
件について、定員、社員25名、補欠社
員15名のところ、いずれも定数の立候

補者があり、令和２年４月６日の投票
は実施されず、令和２年４月６日付で
社員立候補者及び補欠社員候補者を当
選とした旨の説明があり、先ほどと同
様、議長が議場に諮り、採決の結果、
賛成20名、反対ゼロで、賛成多数によ
り提案どおり可決・承認された。

☆

　以上ですべての報告事項・議事を終

え、最後に「閉会の辞」を奥谷秀子副支
部長が「本日は業務ご多忙の中、第９
回通常総会にご出席いただきありがと
うございました。皆様のご協力ご理解
によって滞りなく終了することができ
ました。感謝申し上げます。皆さんコ
ロナに負けずに仕事に励んで、日々頑
張ってください」と述べ、令和２年 第
９回通常総会は予定どおりスムーズに
短時間で終了した。

社員（五十音順）
1. 浅野　達哉 14. 小川　晴子
2. 小林　大介 15. 松井　伸彦
3. 大原　正則 16. 三俣　功一
4. 菅沼千香子 17. 原田　　正
5. 早水　達也 18. 大森　英央
6. 小川　賢一 19. 瀧口　和子
7. 奥谷　秀子 20. 矢口　　淳
8. 外川　隆康 21. 大園　公夫
9. 宇治川　俊 22. 関口　雅之

10. 村上　直樹 23. 海老根　宏
11. 稲垣　秀明 24. 松本　行司
12. 吉田美佐子 25. 瀧川　恵生
13. 児玉　　裕

（以上 25名）

9 位 玉井大八郎
10位 横瀬　健二
11位 小林　伸行
12位 橋山　和生
13位 鈴木　重之
14位 齊藤　美福
15位 鈴木　邦隆

1 位 三浦　瑛子
2 位 松岡　正記
3 位 吉村　正人
4 位 南雲　保秀
5 位 鈴木　敏勝
6 位 田中　賢央
7 位 牧野　知弘
8 位 稲村　　忍

補欠社員

Ⅰ　基本方針
１ 　本会は、「宅地建物取引にかかる一
般消費者の利益の保護と宅地及び建
物の流通の円滑化を推進し、公益の
増進に寄与すること」並びに「宅地建
物取引業の適正な運営を確保し、健
全な発達を図るため、会員の指導及
び連絡に関する事務を行うこと」を目
的とした事業を行う。

２ 　これらの目的を達成するため、「一
般消費者の利益の保護」及び「人材育
成」を柱とした公益目的事業並びにそ
の他の事業を着実かつ効果的に実施
する。

３ 　事業実施に当たっては、公益財務
三基準適合に配慮しつつ、不要不急
の事業の見直しと事務合理化を不断
に行い、財政の健全化に努める。

４ 　新規会員獲得を図るため、会を挙
げて入会促進活動に取り組む。

５ 　会の内外からの信頼を確保するた
め引き続き、訓練等の実施による危
機管理対応能力の向上及びコンプラ
イアンスの徹底に努める。

令和 2年度 千代田中央支部の事業計画

Ⅱ　個別事項
１  宅地建物取引に係る一般消費者の利
益の保護事業（公Ⅰ）
 ⑴不動産取引相談の実施
 ⑵情報公開機構の研究及び推進
 ⑶紛争の防止
 ⑷関係官公庁及び諸団体等との連携
 ⑸ 国政等の健全な運営の確保に資す
るための建議献策

２  宅地及び建物の流通の円滑化を図る
ための人材育成事業（公Ⅱ）
 ⑴ 宅地建物取引業及び関連法令等の
情報提供

 ⑵ 宅地建物取引に係る教育研修の実
施

 ⑶ 宅地建物取引士資格試験事務の実
施

３ その他事業
 ⑴入会促進活動の強化
 ⑵関連団体との連携
 ⑶福利厚生事業

４ 法人管理事務
 ⑴庶務事務 
 ⑵経理事務

新監査役（左から小林勝義氏、宮田 敦氏）
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支部役職 氏　名 商　号支部役職 氏　名 商　号

■都宅協（業協会本部）
常務理事 浅野　達哉
理事 早水　達也
理事 海老根　宏
理事 三俣　功一
理事 関口　雅之
理事 松本　行司
理事 村上　直樹

財務委員長 浅野　達哉
総務委員 早水　達也
財務委員 関口　雅之
組繊委員　 松井　伸彦
情報委員 　大森　英央
研修委員　 原田　　正
消費者保護推進委員　 児玉　　裕
社会貢献委員　 村上　直樹 

宅建試験対策特別委員 浅野　達哉

危機管理対策特別委員 浅野　達哉
組織財政改革特別委員　 浅野　達哉
……………………………………

相談役 玉井大八郎
参　与　 須貝　　醇
参　与　 輿石　俊勝
参　与　 齊藤　美福

■保証協会東京本部
常任幹事 　浅野　達哉
幹　事 　早水　達也
幹　事　 海老根　宏
幹　事 　三俣　功一
幹　事　 関口　雅之
幹　事　 松本　行司
幹　事　 村上　直樹
苦情解決・研修業務委員会
　副委員長　 松本　行司

　委　員　 早水　達也
　委　員　 海老根　宏
　委　員　 関口　雅之
除名審査委員会
　委　員 　松本　行司

■東京都宅建協同組合
専務理事 　浅野　達哉
総務副委員長　 早水　達也
支所長　 早水　達也
副支所長　 松本　行司
運営委員　 浅野　達哉
運営委員　 海老根　宏
運営委員　 三俣　功一
運営委員 　関口　雅之
運営委員　 奥谷　秀子
運営委員　 松井　伸彦
運営委員　 大森　英央

運営委員　 原田　　正
運営委員　 児玉　　裕
運営委員　 村上　直樹
運営委員　 瀧川　恵生
運営委員　 吉田美佐子

■東政連（東京都宅建政治連盟）
副会長　 稲垣　秀明
会計貴任者職務代行者　 松本　行司
千代田中央支部長　 浅野　達哉

■ その他団体派遣役員（令和 2•3 年度）

（公社）全宅連　
　理　事　 浅野　達哉
（公社）全宅保証　
　理　事　 浅野　達哉
　全政連代議員 　浅野　達哉

本部関係団体派遣役員等一覧（令和2・3年度）（敬称略）

支部役員・役職委嘱一覧（令和2・3年度）（敬称略）

支部長 浅野　達哉 駿河台不動産㈱

　副支部長 早水　達也 早水不動産社

　副支部長 海老根　宏 ㈱エヌ・ケイ・リミテッド

　副支部長 三俣　功一 サンユービルコンサルタンツ㈱

　副支部長 関ロ　雅之 京橋中央不動産㈱

　副支部長 奥谷　秀子 オーエス開発㈲

幹事長 松本　行司 松富士宅建㈱

　副幹事長 瀧川　恵生 ランドガレージ㈱

　副幹事長 吉田美佐子 ㈲まいら

総務委員長 早水　達也 早水不動産社

　副委員長 関ロ　雅之 京橋中央不動産㈱

　副委員長 大園　公夫 ㈱イストプランナーズ

財務委員長 関ロ　雅之 京橋中央不動産㈱

　副委員長 早水　達也 早水不動産社

　副委員長 坂本　道昭 ㈱アーバンコンサルタンツ

組織委員長 松井　伸彦 松井地所㈱

　副委員長 鈴木　邦隆 一ツ橋商事㈱

　副委員長 南雲　保秀 南雲不動産㈱

　　同委員 小林　伸行 東光地所㈱

情報委員長 大森　英央 ㈱中央不動産鑑定所

　副委員長 瀧川　恵生 ランドガレージ㈱

　副委員長 菅沼千香子 フォレストリビング㈲

　　同委員 鈴木　重之 利活堂㈱

研修委員長 原田　　正 ㈱イット・プランニング

　副委員長 吉田美佐子 ㈲まいら

　　同委員 小川　晴子 三富住販㈱

　　同委員 横瀬　健二 ㈱スリーウェーブ

消費者保護推進委員長 児玉　　裕 ㈱小寺商店

　副委員長 矢ロ　　淳 ㈲矢口不動産

　副委員長 瀧ロ　和子 ㈲伊豆和

　　同委員 稲村　　忍 稲村不動産㈱

社会貢献委員長 村上　直樹 Grand Quasar  Japan㈱

　副委員長 松岡　正記 三葉工業㈱

　副委員長 橋山　和生 ㈲ジー・エム・エス

　　同委員 鈴木　敏勝 ㈱クラックス

　　同委員 田中　賢央 ㈱ケンオウ企画

防犯防災特別委員会

会長（千代田区） 稲垣　秀明 ㈲水戸興産

会長（中央区） 外川　隆康 ㈱久松商事

幹　事 宇治川　俊 ㈲シティ・クリエイト

幹　事 大原　正則 大原不動産㈱

幹　事 小林　大介 光正不動産㈱

幹　事 小川　賢一 ㈱寿トラスト

幹　事 牧野　知弘 ㈱オフィス・牧野

監査役 宮田　　敦 宮田不動産㈱

監査役 小林　勝義 ㈱ローヤルハイツ

顧　問 玉井大八郎 平和管理㈱

相談役 山本　道廣 神田土地建物㈱

相談役 梶山　憲一 ㈱かじやま商事

相談役 土屋　憲夫 ㈱トキワ管理サービス

相談役 輿石　俊勝 東京土地㈱

相談役 齊藤　美福 都圏不動産㈱

相談役 三浦　瑛子 三好商事㈱

参　与 吉村　正人 ㈲大坂屋不動産

※防犯防災特別委員会の方まで全員「幹事」です。
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東日本大震災から10年
福島復興の今を視察

福島復興・防災視察研修会 （R2.2.7・8）

2019年度  防災関連視察 第3弾

 2020年 2月 7日（金）研修会当日、
参加者40名は朝 7時半にJR上野駅・
中央改札口、翼の像前に集合。特急ひ
たちに乗車して、約 2時間半で福島
県・いわき市のJRいわき駅に到着。
いわき市は、太平洋に沿った浜通りの
南東に位置し、県内最大の人口33万
人を抱える都市。高度経済成長期まで
本州最大の炭鉱である「常磐炭鉱」のあ
る町として栄え、また小名浜港などに
より漁業で発展した町でもある。しか
し2011年3月11日に発生した東日本
大震災で町の状況は一変。多数の死者、
行方不明者、住宅設備の損壊、流失、
浸水、さらには原発事故による放射線
被害など甚大な被害を受けた。震災か
ら10年が経過し住宅をはじめとした
生活インフラの整備も進み、避難指示
解除の動きも広がりつつある。その一

　千代田中央支部ではこれまで、災害への対策や防災意識の向上を図ることを目的として首都
圏を中心に防災関連視察研修会を開催してきた。その集大成として昨年 2月、福島県いわき市
の現状を理解し震災を風化させないために、被災地の現在とこれからを肌で感じる「福島復興・
防災視察研修会」を実施した。現地では福島県宅建協会の皆さまをお招きした研修会、地元の
方の生の体験談、被災地訪問など 1泊 2日の視察の模様を報告する。

方で人口流失や先の見えない原発の収
束、風評被害、さらに一昨年10月の
台風19号で残る被害など完全な復興
までには多くの問題が残っている。

サッカーの聖地を訪問
　いわき駅では福島宅建協会副会長・
佐藤光代氏にお出迎えいただき、一行
はチャーターバスに乗り換え、最初の
視察地「ナショナルトレーニングセン
ターＪヴィレッジ」（楢葉町、広野町）
に向かった。
　東京ドーム約10個分の敷地に天然
芝ピッチが 8面、人工芝ピッチが 2
面あるほか全天候型ドームスタジアム、
フィットネスジム、プールホテル、レ
ストラン、コンベンションホールなど
を備えた同施設は原発事故の際、国の

作業拠点となって長らく休業を余儀な
くされたが、2019年 4月に全面再開。
再開までの道のりや延期された東京五
輪の聖火リレーの出発地点になること
などの説明を同施設スタッフより受け
た。施設内で昼食後、天然芝の緑が美
しいサッカー場やドームスタジアムを
見学し日本サッカーの聖地を後にした。

廃炉作業の現状を見学
　次に向かったのは「東京電力・廃炉
資料館」（富岡町）。福島第1原発事故
後に事故の事実と廃炉事業の現状等を
確認できる場として造られた展示ゾー
ンで事故の経過や廃炉作業の現場の状
況、事故当時の防護服や防護マスクの
展示などを見学した。展示資料による
と震災で被災した原子力発電所は、福

Jヴィレッジでの講演の様子 Jヴィレッジ全天候型ドームスタジアム内にて
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島第一原子力発電所と第二原子力発電
所の２カ所だが、特に福島第一の被害
が大きく1、2、3号機で炉心溶融。1、3、
4号機で水素爆発が発生した。現在は
各号機ともに「冷温停止状態」を継続中
とのことだ。4号機は2014年に使用済
燃料プールからの燃料取り出しが完了
し放射性物質のリスクは大幅に低減し
ている。3号機は燃料取り出しのため
のクレーン等の機器の設置が完了し、
昨年4月より燃料取り出し作業を実施
中。1、2号機の燃料取り出し開始時
期は、2027年度から開始予定。1号機
～ 3号機の原子炉の内部にあった核燃
料が溶け冷えて固まり残った「燃料デ
ブリ」のロボットアームによる取り出
し作業が2021年から開始される。全
体の燃料取り出しが10年以内までに
完了予定で、廃炉措置終了まではおよ
そ30～ 40年後とされている。また、
1日150トンのペースで増え続ける放
射性物質を高濃度に含む汚染水が、現
在全体で110万トン、政府の処分方針
が定まらぬ中、増え続けているという。
　シアターホールでは地震発生から原
発事故までを再現した映像が上映され、
震災直後の様子や水素爆発が起こるま
での状況を体験した。一行は震災発生
時から水素爆発するまでにどのような
ことが起きていたか、廃炉作業がどの
ように行われているのかなどを詳しく
見学し改めて事故の重大さ、廃炉への
長い道のりや次世代に託される課題の
大きさを実感した。現在、同施設は国
内外からの来館者も多く、開館から約
１年で５万人が来訪した。

車窓から見える震災の傷跡
　資料館を後にしてバスで国道6号線
を走り原発事故の影響で帰宅困難区域
となった富岡町エリア付近を車窓から
視察。2日間お世話になった地元バス
ガイドの池浦典子さんの説明によると、
帰宅困難地区へはバリケードで立ち入
り制限されており通行証を持つ関係者
以外の立ち入りはできないとのこと。
車以外のバイクや自転車、徒歩での立
ち入り、宿泊も禁止されている。走行
中の車窓からは避難の長期化によって
荒れ果てた民家や耕作地、事故後の除
染廃棄物を入れた大量の「フレコンバ
ッグ」が置かれた田畑などが確認でき
た。国道沿いには震災当時のまま商品
などが放置された店舗が見られ、そこ
だけ時が止まったままのようだ。

映画『フラガール』の舞台 
スパリゾートハワイアンズへ
　車窓視察を終え一行は宿泊する「ス
パリゾートハワイアンズ（常磐）に到着。
同施設内のコンベンションホールへ移
動し「福島防災視察研修会」を行った。
　はじめに講師として登壇したスパリ
ゾートハワイアンズ宿泊統括支配人の
軍司昌弘氏が、炭鉱から観光へ移り変
わった経緯から東日本大震災によって
施設の存続が危ぶまれる被害を受けな
がら危機を乗り越えた、再建までの道
筋を講演した。
　続いて福島宅建政治連盟会長・安部
　宏氏が震災当時の状況から福島宅建
協会の震災当時の対応などを講演した。
安部氏は「当時地震発生時には仙台か

ら車で戻る途中の高速道路におり、大
変な揺れを体験した。宅建協会として
震災直後、すぐに県と協定を結び、
5,000戸の民間住宅の県借り上げを提
案し、最終的に2万5,000戸以上を被
災者の方々に提供でき、業者としての
責任を果たせ良かった」と話した。
　講演後、同会場で開かれた懇親会に
先立ち挨拶に立った浅野達哉支部長は
「皆様のお話を聞き、個人として、また、
不動産業を生業としている私共が、ど
のように行動し考えなくてはいけない
かを本当に考えさせられました。また、
皆様が県民の皆様に対して、冷静に実
直に行動されたことは素晴らく思いま
す。普段の生活や仕事では得難いこの
福島の地で経験したこと、貴重な言葉
を刻み込んで東京に帰っていきたいと
思います」と話した。
　当日は、福島宅建協会会長・伊藤孝
弥氏、副会長・佐藤光代氏、同、森　
惣兵衛氏も臨席された。挨拶に立った
伊藤会長は「 9年が経って復興もどん
どん進んできましたが、まだ残ってい
るのは風評被害です。我々はここで福
島のモノを食べて、福島で住み、宅建
協会として“この福島県は大丈夫なん
だ”ということをしっかり発信してい
きたいと思っています」と訴えた。
　懇親会では千代田中央支部から福島
宅建協会へ寄付金も贈呈され、和やか

廃炉資料館で担当者の説明を聞く 廃炉資料館展示を見学 積み上がるフレコンバッグ

佐藤光代副会長 森惣兵衛副会長
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から震災の際、地震と津波で壊滅的な
被害を受けながら4カ月後には再オー
プンするまでに至ったご苦労を伺った。
　同館は現在環境水族館と銘打ち、体
験型の水族館として全国に知られてい
る。館内を見学後、観光物産館「いわ
き・ら・ら・ミュウ」に立ち寄り地域
貢献の想いも込めて、地元の新鮮な海
産物やお土産を購入した。その後帰路
のためいわき駅に到着。研修を通じて
今なお以前の生活に戻れず、様々な問
題を抱える福島の現状をしっかりと感
じ、学ぶことは、公益団体である不動
産業としての使命であると感じるとと
もに風化させてはならないとの思いを
強く持ち2日間の視察を終えた。

分けたということを知り、改めて発災
時の行動や日頃の防災活動の重要性を
痛感した。
　講話後一行は防災機能を兼ね備えた
同館内を見学。津波を経験した同地区
がその教訓をもとに再生している様子
を視察し、地元の住民の二度と津波に
よる犠牲者は出さないという強い思い
を感じた。

福島を後に
　久之浜エリアを後にして最後の視察
地小名浜地区にある水族館「アクアマ
リンふくしま」に到着。同館職員の方

な雰囲気のなか両会の親睦を深めた。
　その後同施設のシンボルでもあり復
興の象徴とされる「フラガール」のショ
ーを鑑賞。華麗なステージに大きな拍
手を送った。

語り部より震災を学ぶ
　翌日は津波で甚大な被害を受けた久
之浜エリアへ移動。津波被害の際に、
緊急避難所の役割も果たす「いわき市
地域防災交流センター久之浜・大久ふ
れあい館」へ。地元久之浜で震災当時
の状況を伝える活動をされている「い
わき 語り部の会」の阿部忠直氏と合流
し、津波が迫って来た時の状況や今現
在の生活について伺った。（詳細は
p.15に掲載）
　同氏の講話を聞き、地震後の津波が
発生した時のそれぞれの判断が生死を

ホテル前にて福島宅建協会の皆様と

アクアマリンふくしま
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　皆さま「おばんでございます」。「おばんでございます」は福
島弁で「今晩は」と言う意味です。ようこそ福島県いわき市に
おいでいただきました。安部会長の跡を継いで、会長を務めて
おります伊藤と申します。
　これまで瀬川会長をはじめ、浅野支部長には大変お世話にな
っております。この場を借りて御礼申し上げます。本日は、東
日本大震災の話を聞いていただきましたが、当時は東京都宅建
協会様からはたくさんの義援金を頂戴いたしまして、改めて御
礼申し上げたいと思います。
　こうして 9 年が経って、復興もどんどん進んできました。私
は郡山市という所に住んでおりますので、直接、津波や原発の
被害はなかったのですが、当時の様子をテレビで見て、まだ脳
裏に焼き付いているのは、やはり福島第一原発が爆発したシー
ンです。当時緊急ニュースで流れた、大量の煙と施設も爆発し
た映像を見たときは「福島県は終わったな」と思いました。そ
してまた「我々はどうなるのだろう」と思ったのを記憶してい

　千代田中央支部は、事業の一つとして、以前より防災、減災
をテーマにしております。昨年は埼玉県・春日部にある、東京
都の水害対策施設、首都圏外郭放水路を見学しました。また、
神田消防署のもと、普通救命士の資格取得講座を 2回にわたり
開催し、参加した全員がその資格を取得する事ができました。
　今回こちらの福島県を訪れた理由の一つは、東京もいつ、こ
のような大きな天災、震災が起きるか分からないということも
あります。そしてその時は、自分たちの予想を超える事が起き
るのではないか。本日ここで伺ったお話の中で一個人として、
また、不動産業を生業としている私共が、どのように行動し、
考えなくてはいけないのかを、本当に考えさせられました。福
島宅建協会の皆様のように、県民の皆様に対して、冷静に実直
に行動されたことは本当に素晴らしいことだと思います。今日
のお話、また明日の視察も含めて、それを糧に行動していけれ
ばと思う気持ちで一杯です。

ます。ただこうして皆さんのお陰で福島も徐々に復興して
おります。JR常磐線も 3月には仙台まですべて開通すると
いうことになってきております。ただ、まだ残っているの
は風評被害です。「福島県の野菜は駄目だ。果物は駄目だ」
そのように今だに敬遠されることもあります。でも我々は
ここで福島のモノを食べて、福島に住んで、何も問題はあ
りません。ですから私たち宅建協会も「この福島県は大丈
夫なんだ」ということを、しっかり発信していきたいと思
っています。そして今回お越しいただいた皆さんにも、ご
自分で見て、食べて、そして触れて「ああ、福島は大丈夫
だよ」と「全然心配することはないよ」ということを、ど
うか感じていただきたいと思います。
　また、今日は東北のハワイにお越しいただいたわけです
から、十分にハワイの夜も楽しんでいただきたいと思いま
す。そして先ほど支部長からも案内ありましたが、「ハトマ
ークグループビジョンふくしま 2025」を昨年作成させてい
ただきました。今後もその浸透を図り、理想の姿を目指し
ていきたいと思っております。
　今後とも千代田中央支部の皆さんとの関係を深くお付き
合いいただきますことをお願い申し上げ、歓迎の挨拶とさ
せていただきます。
　本日は本当にお越しいただきまして有難うございます。

　今年の私共、千代田中央支部のスローガン「GO FOR 

GOAL TO NEXT GOAL 」というテーマを掲げさせていた
だきました。「ゴールへ向かって協力して、次のゴールを目
指しましょう」という意味です。震災に限らず復興も同じ
ではと思っています。皆様が、安心して暮らせる町を作る。
それを次の世代につないでいくのは私達の役目だと思って
います。言葉でいうのは本当にたやすいですが、その道は
決して楽なものではないと思っています。ですが、今この
時の一歩を踏み出すこと、動き出すことでいつかきっと、
私達の思いは、ゴールへ届くと思って信じています。
　千代田中央支部の会員の皆様、この福島の地で、普段の
生活や仕事では得難い経験をしていただき、また明日の語
り部の方の貴重な言葉も刻み込んで東京に帰っていきたい
と思います。そして、また次のゴールに向かって歩いてい
きたいと思います。
　最後になりましたけども、改めまして福島宅建協会の役
員の皆様、従業員の皆様、事務局の皆様お世話になりまし
た。本日、明日とお手伝い頂く関係者の皆様に心より感謝
申し上げまして、簡単でございますが、ご挨拶とさせてい
ただきます。本日はどうも有難うございました。

伊藤 孝弥氏

浅野達哉 支部長

福島県宅地建物取引業協会 会長

東京都宅地建物取引業協会　
千代田中央支部

ご挨拶

福島復興・防災視察研修会 （令和2年2月7日・8日）

講 演「震災講話」
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東日本大震災から10年福島復興の今を視察

　私は震災当時、福島県宅建協会の会長を仰せつかっておりま
したので、その当時のお話をさせていただきます。
　私が住む福島市は、今では震災の話や原発被害の話をしてい
る人は少なくなりましたが、震災当時は大変な状況でした。
　3月11日の当時、私は商談で仙台方面へ出張しておりました。
商談後、帰路に向かう高速道路に国見インターというインター
チェンジがあり、そこに差し掛かったところで地震が発生しま
した。同乗の社員とその揺れに非常に驚き、恐る恐る車を走ら
せました。その後も大きな揺れが続いたため車を停め、周りの
状況を見ることにしました。
　ちょうど国見町のあたりで見た光景は、住宅の屋根の瓦がバ
タバタと崩れ落ちる様子でした。また建物から白い煙が上がっ
ており、とても恐ろしい光景だったことを覚えています。
　再び車を走らせましたが路面はあちらこちら亀裂が走る状態
でスピードを出せる状態ではありません。なんとか事務所にた
どり着くと従業員は恐怖から全員外に出ていました。事務所の
向かいの 14 階建てのマンションは建物が倒れそうなぐらいす
ごい揺れだったそうです。
　翌日には宅建協会として今後どのような対応をとっていくか
を相談するため、早速役員の方に連絡をとりました。
　当時、協会の本部は裁判所の隣のビルの５階にありました。
鉄骨造りのそのビルも相当にすごい揺れだったそうで、部屋の
中も手が付けられない状況でした。そこで私の事務所で三役会
を開き、今後の方針を決めました。
　その頃すでに応急仮設住宅が設置されておりました。私ども
宅建協会では数万戸の管理する空き家があり、これをなんとか
応急仮設住宅として利用してもらえないかと、県庁の建築住宅
課の担当へ提案することになりました。
　ただ、当初なかなかご理解いただけず、それでも毎日通い続
けるうちにお話を伺っていただけ、県の職員の方を１名、県宅
建協会本部に派遣していただくことになりました。その後正式
に３月 14日、福島県へ「震災における民間住宅の紹介等に関
する協定」に基づく応急仮説住宅として民間賃貸住宅の県借り
上げを提案することに至りました。これは平成 19年 12月 14
日に県と福島県宅地建物取引業協会が締結した災害協定に基づ
く提案です。その後、3 月 16 日全国初の応急仮設住宅として
の民間賃貸住宅の「県借り上げ住宅」5,000 戸の情報提供の要

請が協会へありました。我々もその後、本部に通い詰め、
物件の資料をかき集め、5,000 戸の物件をまとめ県に提出
しました。
　福島県内には 59の市町村がありますが、その中で原発
による被災地、震災による被災地など事情が違う市町村に
対して、「そちらの地域はどれくらいのアパート、マンシ
ョンが必要なのか」ということを調べ、最終的に県に提出
しました。ただ、ご家庭により、家族構成や近くに病院が
ないと困る方、学校の問題など、様々な状況があり、契約
に至るまでには大変なこともありました。また県の担当者
との話し合いで平成 23年３月 11日から４月 31日までの
期間に、すでに避難住民が自ら手続きをして入居した県内
の民間賃貸住宅については、市町村の要件に関することを
審査し決定したものは　、５月１日から県の借入れ住宅と
して取り扱うことを決めました。平成 23年の 5 月 1日以
降に県が別途指定する期日までの間、避難住民が自ら手続
きをして入居する、県内の民間住宅については、市町村の
要件に関することを審査し決定したものは、別途契約した
県の借上げ住宅として取り扱うというかたちにしました。
基本的には４人までの入居に家賃は６万円以下とし、５人
以上の物件に関しては 9 万円までの２通りの契約を設定
し、敷金礼金はいただきませんでした。仲介手数料は県か
ら 0.5%いただくこととしました。
　その後は徐々に借り上げ住宅の提供活動も被災者に浸透
していき最終的に 2 万 5,000 戸以上を提供できました。当
時、我々福島県宅建協会では、アパートやマンションを１
戸１戸、それぞれの方の状況を踏まえつつ探していくとい
う作業を行いましたが、その大変な作業も会員の皆様のご
協力によってまとめることが出来たとことだと思っており
ます。震災当時は大変な事の思い出ばかりですが、この事
は非常に良かったことと今は考えております。
　ご清聴ありがとうございました。

安部 宏氏

震災時の対応と
災害協定への経緯

福島県宅建政治連盟 会長

講 演「震災講話」
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3.11よりも4.11の壊滅的ダメージ
　震災から９年を迎えますが、３月11日の震災当時、このスパ
リゾートハワイアンズ自体はそれほど大きな被害はありません
でした。6月末には若干の補修を加えれば営業できるだろうと
の見通しでした。ただ、いわき市は津波の直接被害で 293名の
方がお亡くなりになるという大きな傷跡を残していました。
　当時ハワイアンズでは北茨城市の海辺に旅館も開業していま
した。その旅館も津波で廃業に追い込まれました。3月 15日、
私はその旅館の被害の確認に行っていました。行きは何事もあ
りませんでしたが帰りは状況が違っていました。国道６号線を
福島方面へ向かう車線が大渋滞を起こしていました。場所は茨
城と福島の県境で、普段それほど渋滞する場所ではなかったの
で、それは異様な光景でした。何が起こったのかとラジオをつ
けると福島第一原発が爆発したことが伝えられ、しきりに避難
をうながすアナウンスが流れていました。朝来た時と全く変わ
らない風景の中、危険を伝えるラジオを聴きながらこのまま死
んでしまうのかと恐怖を感じたことを今でも覚えています。
　その後、１か月後の 4月11日、再び余震に見舞われます。揺
れは本震と同じく震度６弱でしたが前回の地震と違っていたこ
とは震源地がこのハワイアンズだったことです。最大80センチ
の断層がこの敷地内を走りました。当時はこの会場の壁も隙間
ができ、南１号館は 3分の１が崩れ堕ち、本来地面に埋まって
いる基礎が空中に浮かぶほど大きな損壊を受けました。現場の
スタッフからは「もうダメだ」と声が漏れたほどです。復旧に
は 100 億円がかかると言われました。私どもはお客様に来てい
ただきお買い物や飲食をしていただかないと成り立たない商売
です。しかし 3月15日以降は私たちも含めいわき市民もここか
ら避難していました。そんなところにお客様が来るなどとは思
えませんでした。当然銀行もお金を貸してくれません。
　しかしハワイアンズはそれから２年経ち震災前と同じ程のお客
様がお見えになります。その時の話をするために私たちの会社の
歴史、私たち従業員に流れている「DNA」についてお話しした
いと思います。

今も流れる「一山一家」の精神
　私たちの会社は、元々、旅館業をやっていたわけでもレジャ

ー産業をやっていたわけでもなく「常磐炭鉱株式会社」と
いって従業員全員が山の中に入り石炭を掘っていました。
石炭は戦中戦後を通し、まさにエネルギーの中核でした。
しかし昭和30年代に入り、主役は石炭から石油に変わり、
昭和46年には閉山を迎えます。
　今回の震災で私たちは「もうダメだ」という経験をしまし
たが、実はこの時にも経験していたのです。ただこの時の炭
鉱の文化がのちに私たちを救ってくれます。それは常磐の精
神支柱である「一山一家」（いちざんいっか）という考え方
です。一山は会社、一家は従業員です。従業員は家族とい
う意味です。炭鉱は時に落石、落盤など事故もあります。そ
んな中、みんなが一致団結して進んでいくという考えが元々
あります。本州最大の炭田でしたがここにしか拠点を持って
いなかったため、他の財閥系と違いいわきがダメだからと、
いわきから逃げることができなかった。そのためこの地に「常
磐ハワイアンセンター」を作っていくのです。今でも従業員
にはおじいちゃんやお父さんが炭鉱夫だった。お父さんが常
磐ハワイアンセンターに勤めていた。そして僕が今勤めてい
るという人がたくさんいます。震災の時には 854名のお客様
がここに閉じ込められました。従業員の中にも津波で家が流
された者、火災で身内の方がなくなった者など大なり小なり
みんな被災者でしたが、大勢の従業員が会社の集まり、そ
のスタッフ達が 800名のお客様に接客を行いました。これ
はまさに一山一家の精神が無ければ出来なかったことです。

復興の象徴、フラガール
　震災から 2か月後、施設が使用できないため、我々はフラ
ガールの全国キャラバンを、東京の 7回公演を皮切りに全国
124か所、245回行いました。それにより「復興の風」が福
島に吹くことになります。公演を観た沢山の方々が「フラガ
ールに元気をもらった。今度はハワイアンズを元気づけたい」
と言ってハワイアンズに来て下さり現在のＶ字回復に至りま
した。また、今回復興の糧になったことの一つには「手作り」
という企業文化があります。元々炭鉱で使うモーターやエレ
ベーターなど全て自社で作っていたほど手作りという企業文
化がありましたが、映画「フラガール」にも描かれていますが、
専属ダンサー養成のために昭和40年「常磐音楽舞踊学院」
という専門学校を設立します。運営は苦労もありますが手作
りの精神を一貫して守りこれまで学院を続けています。
　更に「地域社会との一体化」も復興に大きく係わります。
地元の温泉町との共存共栄を守り続けたことで地元とのきず
なを得て震災後の復興の後押しをいただくこと事になります。
　震災の年の 10月に再開した後も風評被害等の不安があり
ましたが、これまでの経験から私たちはここからやっていく
しかないという思いで、「一山一家」の精神を今も受け継い
で行ければと思います。

軍司 昌弘氏

ハワイアンズ
再建までの道すじ

スパリゾートハワイアンズ宿泊統括支配人

福島復興・防災視察研修会 （令和2年2月7日・8日）

講 演「震災講話」
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東日本大震災から10年福島復興の今を視察

　いわきは５つの災害にあっています。ま
ず地震、それから津波、３つ目に火災。そ
の後、原発の事故で翻弄されたこと。最後
は風評被害です。平成23年 3月11日震度
６弱という大きな揺れがありました。当時、
３分間もの長い揺れに非常に恐怖を感じま
した。私は、いわき市の中央部にある体育
館の中で地震にあい、落ち着いてから家が
心配になり車で向かいました。途中ラジオ
で「６、７mを超える大津波警報が東北一
帯に出ている。すぐに避難するよう」と盛ん
に言っていたのですが、「また大げさなこと
を言って」と考えていました。
　到着したのが午後3時25分ごろ、津波は
まだ来ていません。家に着くと瓦屋根も落
ちてない。壁一つヒビも入っておらず、安
心しました。家の周りに居た人に「津波警
報が出ているから早く避難した方が良いん
じゃないですか？」と言いましたが、反応は
私と同じでした。
　帰宅した時、民生委員をやっていた家内
は、５、６軒先の近所のお年寄りに声をか
けて避難を促していたところでした。最後
のおばあちゃんを説得していたところでした
が、おばあちゃんは「前も津波注意報が出
た時に避難したが、津波なんか全然来なか
ったから行かない」と言っておりましたが説
得して、なんとか避難してもらうことにして、
私はそこで家内と別れました。私が家へ入
ろうとした丁度その時、堤防伝いに消防自
動車がサイレンを鳴らし悲鳴に近い声で「逃
げろー逃げろ！」と叫んでいました。川の方
を見ると既に、川を遡上した真っ黒い津波
が、砂塵を巻き上げながらこちらの方に迫っ
てきていました。急いで車に飛び乗り、津
波と競争しながら山側へ走らせ難を逃れま
した。避難する途中、家内とおばあさんの
事が気になりましたが、結果的に家内とは
無事に次の日の朝再開できました。津波到
達時、家内は押し寄せた津波で 20～ 30m
ほど上手の方に車ごと流され、次に引き波
でまた戻され、その時は、おばあちゃんと同
情していた男性と３人で「もうダメだ」と死
を覚悟したそうです。運良くたまたま残って

いたブロック塀に車が引っかかり、助かりま
した。
　津波が襲ってきた午後3時35分頃、避難
できなかった人達がいます。寝たきりの方、
車椅子の方など、体が自由にならない方々
が犠牲になってしまいました。この狭い地
域で現在でも10名ほどが行方不明、63名
の方が亡くなっております。助かった人達は、
山の中腹の中学校に避難をしました。そこ
で 1週間か 10日ぐらいは避難所で面倒を見
てくれるだろうという考えを持っていました
し、家のある人は明日あたり戻って片付けて、
早速仕事も片付けようなんていう人も居た
はずです。ところが、とんでもないことにな
りました。夜10時頃、東京電力の第一原子
力発電所それから第二原子力発電所が非常
に危険な状況だという情報が入りましたが、
一体どうなっているのか、細かい情報は得
られませんでした。
　翌12日の午前2時頃、「全電源を喪失した」
という情報が入りました。原子炉というの
は、そこに燃料棒がある限り、絶えず冷や
しておかなければなりません。燃料棒に冷
却水を送れないと、原子炉の温度、燃料棒
の温度がどんどん上がっていき、蒸発して
水がなくなる、そうするとそこから放射能が
吹き出すという状況になります。幸いにも、
原子力発電所までは 32km。第二原発まで
は 17kmという距離があり、影響を及ぼさな
いだろうという見解がありました。
　その後、第二原発は数時間後に電源が回
復し事なきを得ましたが、第一原発につい
ては一向に情報が入らず、午後3時半ごろ、
一号機の建屋が水素爆発します。それで放
射能を拡散してしまったのです。それでもこ
こは 39km離れているから心配ないと避難
所で平然としていました。ところが、その日
の夕方になり、「放射能が来るため窓を閉め
る、空気清浄機等は止めること、出入りは
迅速に」ということになりました。その頃、
放射線量計など誰も持っていませんのでど
れくらの線量か全然分かりません。放射線
量というのは色もつかない、匂いもしない、
見えないことで恐怖が増長されます。その

中で一晩過ごしました。そして３月13日の
朝突然、「放射線量が高いため避難するよう」
と連絡があり、大型バス 35台ほどに乗りい
わき市の中心に一斉に避難しました。私は
３月14日から 10日ほど自衛隊、福島県警
から依頼されて、防護服を着用してここで
犠牲になった方々の捜索に携わりました。
数日すると窃盗団が 10日間ほど夜な夜な誰
も居ない家に残された貴金属や現金、テレ
ビなどをトラックで盗んでいきました。
　そして、最後のトドメが風評被害です。
ここの住民が避難したことが誤解され「い
わき市は放射能の高いところだ」という噂
が広がりました。それにより物資を運んでく
れる人が居なくなりました。「放射能の高い
ところに社員をやれない」という事で生活
物資までもが茨城までしか届かないという
状態が 4月いっぱい続きます。その間のボ
ランティア方々の活動は、今でも非常に有
難く思っております。特に関東地方の方々
が炊き出しや水や食べ物、着るもの、ガス
などを運んで来てくれました。
　現在も原発事故と風評被害の後遺症はま
だまだ続いております。当時、福島県で原
発によって全国各地に避難した方々は６万
3,000人おりました。現在でもまだ半分ほど
の３万2,000人の方々が福島県に戻って来
ておりません。このいわき市の浜町には当
時6,300名程が暮らしていましたが、現在
は 5,000名を切ってしまいました。全部が放
射能による避難とは言えませんが、約2,000
人近くの方々がこの町からいなくなりまし
た。ここは現在、毎時間当たり0.05マイク
ロシーベルトから0.13マイクロシーベルトで
計測をしています。年間の被曝量ですが、1
ミリシーベルト未満で安全基準は満たして
いるかと思います。
　最後に私の体験から自分の身を守るとい
うことについてお話しします。津波などの災
害時には絶対水に近づかないこと、やむを
得ない時は、その水より高い所に避難をす
るということ、特に関東地方の方は出来る
だけ近くの高い建物に避難するということを
心掛けて下さい。また、大きな災害の時に
は必ずデマが流れます。惑わされないため
には役所の情報を頼りにして、携帯ラジオ
などを用意しておくことが重要です。災害に
対するマニュアルも色々ありますがマニュア
ルに書いてあるような事はあまり起こりませ
ん。いざという時に行動できる準備を心掛
けて頂きたいと思います。

阿部 忠直氏久之浜  語り部の会

いわきの今を知る
〜語り部から学ぶ震災の教訓
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鐵炮洲神社の寒中禊ぎ（2018年1月14日）

大野屋總本店

は、新富座という芝居小屋が開場され
周囲には芝居茶屋や料亭、置屋などが
立ち並び賑わった場所でもあります。
　昭和46年、住居表示の実施に伴う町
名変更で「町」の字がなくなり、「新富」の
地名となりました。湊地区は江戸時代

　中央区のなかで京橋地区のほぼ中央
に位置する新富地区はその名の由来を
明治の初めに花街として栄えた新島原
の「新」と、江戸時代からあった大富町
の「富」とを合わせて名づけられたとい
います。明治の外国人居留地の時代に

 「新富座」は明治５年に、現在の京橋
税務署のあたりに完成した芝居小屋で
す。当時の市川団十郎・尾上菊五郎・
市川左団次などの名優を集めて積極的
な興行を行ないました。劇場は近代的
な様式を取り入れた大規模な建物で
「東京第一の劇場」と称され、周辺には
歌舞伎関係者が多く居住し、一帯は芝
居町となっていました。劇場を囲むよ
うにして、多くの芝居茶屋や、仕出屋

などが軒をならべ、たいへんな賑わい
を見せたといいます。明治22年に歌舞
伎座が開場するまで芝居興行の中心的
存在でしたが、大正12年の関東大震災
で焼失してしまいました。
　そんな歌舞伎にゆかりの深いこの町
には今も舞台関連の会社が多く、歌舞
伎役者や舞踊家が通う創業200年を超
える老舗の足袋専門店「大野屋總本
店」や山岡鉄舟が店名をつけた明治６年

花街から芝居町へ

新富、湊、界隈第17回

のまちのまち私私 memory of my town

小川 晴子氏

（三富住販㈱）

都心の便利さ、華やぎと、歴史、
文化が混在する街

　湊一丁目に鎮座する「鐵砲洲稲荷神
社」は平安時代創建の古社で、地元の
鎮守の神様です。江戸時代の鐵砲洲稲
荷神社は、現在の湊一丁目8番付近、
鉄砲洲と称される場所にありました。
　その名の由来は当時、鉄砲の形の細
長い洲であったからとも、徳川の頃は
ここで大砲の射撃演習をしていたので、
この名が生まれたとも伝えられていま

地元の鎮守さま、鐵砲洲稲荷神社

※最終ページに関係写真・地図を掲載しました。

す。江戸時代には江戸湊に臨んでいた
ことで、船員や海上守護の神様として
人々の信仰を集めてきたそうです。当
時の情景は、歌川広重の「名所江戸百
景 鐵炮洲稲荷橋湊神社」にも描かれ、
神社の朱塗りの板塀を見ることができ
ます。明治元年、築地外国人居領地が
開設された関係で、現在の地（中央区湊
一丁目6-7）に移転しました。寛政二年
には富士塚が築造され、現在も区内唯
一の富士塚です。鉄砲洲稲荷で有名な
行事に「寒中水浴大会」があります。毎
年1月、氷の入った水槽にふんどしや白
装束姿の氏子達が漬かり一年の無病息
災を願う神事で毎年100名ほどの参加
者が冷たい水につかり身を清めます。
　５月の初めには例大祭が催され、３
年ごとに本社神輿と鳳輦が渡御する本

（中央区）

祭りも行われます。また、5月5日には
前述の子ども歌舞伎が境内にて奉納さ
れます。
　湊、新富町には、戦火を逃れいまも
現存する古い建築物が多いことも特徴
です。今でもこの界隈に残る建築物の
一つに関東大震災後に大量に建てられ
た木造建築の防火性を向上させるため
に、外壁の表面に銅板を貼り付けた「看
板建築（銅板建築）」と言われる建物が
あります。ビルの合間でひときわ存在
感を放つレトロ建築の数々はその歴史
を肌でリアルに感じることができます。
　中央区の中で、銀座や有楽町といっ
た都心の便利さや華やいだエリアと歴
史と文化が混在し下町情緒をしっかり
残しているこの地域で、街の繁栄に貢
献していけたら幸いです。

に、各地から荷物を運んできた大型船
が荷物の揚げ降ろしをする江戸湊とし
て栄えたことから湊町となったようです。
同年の住居表示実施により「湊」になりま
した。隅田川を臨む町で、明治中期まで
は水路輸送の要衝として栄えました。

創業の割烹「躍金楼」などがあります。
　また、地元の子供達が演じる「新富座
こども歌舞伎」の公演も定期的に行われ
町ぐるみで伝統を守っています。
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令和元年度 第3回 実務研修会（R元.11.25）

［研修テーマ］

民法改正のポイント
（売買・賃貸仲介の実務）

深沢綜合法律事務所 弁護士  関
せき

 由
ゆ

起
き

子
こ

 氏

平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
〈主な著書〉
・問答式　マンションの法律事務（共著、新日本法規出版）
・問答式　宅地建物取引業の実務（同）
・最　新　宅地建物取引業実務マニュアル（同）

　今回の民法改正は「当事者の合意」、
すなわち「契約の内容」を重視し、不動
産取引の実務面でも契約文言、特約重
視が予想され、売買契約書が特約・容
認事項を事細かに書き入れる形が今後
のスタンダードになると思われます。

売買編
　売主の責任は、法定責任の「瑕疵
担保責任」（旧法）から「契約不適合
責任」（新法）という契約責任に転
換され、損害賠償は、信頼利益か
ら履行利益（違約金）となります。
　契約不適合がある場合、買主は、
契約解除、追完請求、代金減額請求
権が与えられ、メニューが増えます。

1.債務不履行に関する改正

　①損害賠償請求―債務不履行に基づ
く損害賠償請求について、 第415条「債
務者がその債務の本旨に従った履行を
しないとき又は債務の履行が不能であ
るときは、債権者は、これによって生
じた損害の賠償を請求することができ
る。ただし、その債務の不履行が契約
その他の債務の発生原因及び取引上の
社会通念に照らして債務者の責めに帰
することができない事由によるもので
あるときは、この限りでない。」、旧法

約の内容等で判断されます。債務不履
行があった場合、債権者は債務の履行
を催告したうえで契約を解除するのが
原則ですが、催告をしないで契約を解
除できる場合もある（542条）。
　不動産取引においては、債務者が債
務履行を拒絶する意思を明確に表示し
たと評価できるか、不履行のために契
約目的を達成することができなくなっ
たと評価できるかは立証が困難であり、
実務上は催告解除を徹底したほうが、
後でトラブルにならないでしょう。

2.  債務の履行不能（原始的不能）に
関する改正

　「原始的不能」というのは、例えば遠
くの不動産の売買契約を締結したが、
2、3日前に雷が落ちて建物がなくな
った場合、これまでは目的物がないこ
とで契約自体が無効、債務も発生しな
い、という考え方でしたが、新法では、
契約はしているので有効、という考え
方で、債務者の責めに帰すべき事由が
ない場合は、損害賠償を請求すること
ができない（412条の2）。ただし、債
務者の責めに帰すべき事由があろうが
なかろうが、契約を解除することがで
きるが、損害賠償は過失が認められれ
ば売主に請求することができる（同条
2項）、というのが新法の考え方です。

との大きな違いは、債務者が自分の責
めに帰することができない事由を立証
しないと、損害賠償責任の責めを負う。
これまで負わなかったものについても
過失が認められ、損害賠償責任を負う
ことがあり得る。ここが大きな改正点
です。契約解除だけでなく、債務者が
債務の履行を拒絶する意思を明確に表
示したときも、債権者は「債務の履行
に代わる損害賠償」を請求できると定
められ、債務の履行を拒絶する意思は
「明確に」表示する必要があります。
　②解除について、541条「当事者の
一方がその債務を履行しない場合にお
いて、相手方が相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行
がないときは、相手方は、契約の解除
をすることができる。ただし、その期
間を経過した時における債務の不履行
がその契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときは、この限りで
ない。」、解除する場合「債務不履行に
ついて『帰責事由』がない場合でも、債
権者は契約を解除することができる」、
また、契約及び取引上の社会通念に照
らして「軽微」であるときは、債権者は
契約を解除することができない、とい
う規定も定めています。
　軽微とは、取引上の社会通念に照ら
して判断され、目的が達成できるか否
かも考慮要素の1つですが、基本は契
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3.危険負担に関する改正

　①債務者の危険負担～債権者の履行
拒絶権-新法では、契約締結後、引渡
し前に滅失した場合、債務者（売主）の
帰責事由がある場合には、売主に対し
て損害賠償を請求できる。売主に帰責
事由があろうがなかろうが、買主は解
除ができる。天災とかで滅失した場合
には、買主は、売主に対して過失がな
いので損害賠償できないが、過失があ
ろうがなかろうが、関係なく解除がで
きるという選択があり得る。
　ただ、解除には「軽微でないこと」
（541条）という但書きがあり、滅失の
場合には、軽微とは言えないので、買
主は解除の選択ができる。債務不履行
による損害賠償、それから契約の解除
という所で解決ができる、これが新法
の大きな魅力、わかりやすさです。
　あえて新法で危険負担を定めたのか
―債務者の責めに帰すべき事由があろ
うがなかろうが、買主は、軽微でなけ
れば解除できるが、債権者がわざわざ
契約を解除する意思表示をしなければ
ならないのは、買主にとって負担が大
きいことから、改正民法では、双方に
帰責事由なく債務者の債務が履行不能
となった場合、契約を解除しなくても
反対給付債務の履行を拒むことができ
るという「反対給付債務履行拒絶権」を
創設し、買主は、契約締結後、天災な
どで建物が焼失した場合には解除の選
択ができるし、履行拒絶権を行使する
こともでき、選択肢が広がるのが新法
の危険負担の考え方になります。
　②危険の移転-新法567条で、売主
が買主に物件を引き渡した場合、物件
を引き渡すために提供したにもかかわ
らず買主がこれを受領しなかった場合、
その後に天災等、売主、買主双方の責
めに帰することができない事由（滅失
とか毀損）で買主は債務不履行の責任
とか、契約不適合責任を問うことがで
きない。前述の危険負担の時効拒絶権
も行使できないと、明確にしています
（567条）。

4. 契約不適合責任

①「瑕疵担保責任」から「契約不適合責
任」への転換―旧法では、例えば特定
物である不動産の売買において、契約
時に物件に隠れた欠陥があったとして
も、売主は欠陥のある物件を買主に引
渡せば、とりあえず債務の履行は果た
せたことになって、欠陥を修補する債
務不履行責任は負わない、という考え
方が取られていましたが、これでは買
主が酷だとして、新法では、契約の内
容に適合した結果でないものを引き渡
す義務を負うことを前提に、債務不履
行の規定に基づく損害賠償で、解除も
できるし、契約の内容に適合したもの
を引き渡さなければいけないことにな
るので、修補請求・代替物の引渡請
求・代金減額請求といったこれまで認
められないものも認める方向が、今回
の改正です。
　②契約不適合について、引き渡され
た目的物が、種類、品質、数量に関し
て契約の内容に適合しないものである
ときに、売主が負担する責任と解され
て（562条）、「契約の内容」に適合する
かしないかが問題となるので、「契約
書」の内容が、その内容に適合するか
否かでは大きな位置を占めます。
　契約書に特約事項、容認事項が記載
されていれば、その記載を前提とした
品質を予定していたことになる。逆に、
記載がない場合、契約の内容に適合し
ていないと判断されて、売主が責任を
負わなければならない可能性も出てく
る。よって、これまで以上に契約書、
特に特約事項、容認事項の記載内容が
重要になり、「重要事項説明書」「物件
状況確認書」の重要性も増す。単純に
買主に不測の損害を与えないようにす
るためだけに存在するだけではなく、
売主と買主が、売買契約の内容として
予定していた物件の品質に関する説明
書と評価される傾向が強まってきます。
　隠れた瑕疵であることは要件ではな
くなり、買主は、契約不適合について
知っていたとしても、売主に対して契

約不適合責任を追及できることがある、
ここが改正点です。これまでの瑕疵担
保責任では、買主が、瑕疵について知
らない、知らないことに過失はない（善
意無過失）が必要とされていましたが、
改正民法ではそれがなくなっています。
　売主の対応は?　欠陥・不具合等の
契約不適合については、特約欄に事実
を記載するのみでは不十分、個別の契
約不適合部分について買主がリスクを
負うことを容認する、あるいは売主に
対して何らの権利行使もできない、と
まで読み取れる記載が、トラブル防止
のためには求められます。特約とか容
認事項では対応しきれない場合には、
建物状況調査よりもう少し深い意味で
のインスペクション・調査が必要にな
るケースも見極めていかなければなり
ません。
③�追完請求権（修補請求権）〜買主の
救済手段㋑
　物件の品質に契約不適合があるとき、
買主は、売主に帰責事由がなくても物
件の修補を請求できると新法（562

条）に定められている、ここも注意が
必要。
④代金減額請求権〜買主の救済手段㋺
　物件の品質に契約不適合があるとき、
買主が物件の修補を請求しても売主が
しないとき、買主は、売主に対し、不
適合の程度に応じて売買代金の減額を
請求することができる（563条）。売主
に帰責事由がなくても、買主は修補請
求権、追完請求権と同じように代金減
額請求をすることができると考えられ
ています。
　注意点は、買主が代金減額請求権を
行使した場合、代金債務の減額と引き
換えに、引渡し債務の内容も現実に引
渡された目的物の価値に圧縮され、契
約の内容に適合したものが引渡された
ものとみなされる。つまり、代金減額
請求をして減額した価値の物を受け取
ることになるので、その価値は、まさ
に減額された中に圧縮されていくこと
になるわけです。契約不適合は解消さ
れて、債務不履行はなかったという考
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ても、消滅時効の進行が止まるわけで
はなくて、契約不適合を知った時から
5年間、物件の引渡しの時（権利行使で
きる時）から10年間で、時効によって
買主の権利（債権）が消滅する可能性が
あり、注意が必要です。
⑦契約不適合責任の免責特約
　売主は、第562条第1項本文又は565

条に規定する場合における担保の責任
（いわゆる契約不適合責任）を負わない
旨の特約をしたときでも、知りながら
告げなかった事実、及び自ら第三者の
ために設定し又は第三者に譲り渡した
権利については、その責任を免れるこ
とができない（572条）、と定められて
います。
※ なお、民法以外の法律による契約不適合責任
に関する規制等の説明がありました。

賃貸借契約
　建物賃貸借契約で個人保証には
「極度額」を設定する必要があり、
極度額の定めがないと、保証契約
自体が効力を生じなくなります。

1. 保証制度の改正

　①極度額制度の導入-賃貸借契約に
おいて保証人が個人の場合、保証契約
締結時点で、書面または電磁的記録上
で「極度額」を記載する必要があり、極
度額の定めがないと、保証契約そのも
のが無効となります。極度額は、確定
した「額」が決まっていなければなりま
せん。
　国交省は「極度額に関する参考資
料」として、判決での連帯保証人の負
担額は、平均で賃料の13.2カ月分、最
大で33カ月分としています。保証人
が極度額に合意しないと契約締結がで
きないので、このデータを示し説明す
れば、保証人も納得しやすいと思いま
す。
②賃借人の保証人に対する情報提供義

評価される場合はできない（564条な
ど）。軽微であるかどうかの判断は、
契約の内容が判断の基準になってきま
すので、ここでも契約の内容が重視さ
れることになります。
　瑕疵担保責任についても期間制限の
考え方が、知った時から1年以内に権
利を行使、という規定でしたが、新法
は、物件の種類、品質に契約不適合が
あるとき、買主は、契約不適合を知っ
たときから1年以内に、売主に、権利
行使ではなくて「通知」しなければ契約
不適合責任、先ほどの損害賠償請求と
か解除、代金減額請求、修補請求がで
きなくなる、と定められた（566条）。
通知は、単に「契約不適合があります」
という通知ですと、売主は何だかわか
らないので、売主が不適合の内容を把
握できる程度には修理や範囲を伝える
ことが必要です。
　1年の期間制限があるのは「種類・
品質」に契約不適合があるときに限ら
れている（566条）。「数量」とか「権利」
の契約不適合については、1年の期間
制限はない。ただ、時効にかかるとこ
ろは注意していただきたい。
　売主が物件引渡しの時に契約不適合
を知り、又は重大な過失で知らなかっ
たとき（悪意または善意有重過失のと
き）についても、1年間の期間制限は適
用がない、と解されています。例えば
1年の適用がない場合、品質・種類に
ついての契約不適合の通知をしたとし

え方になるので、減額請求権を現実に
行使した後、契約不適合がないとなり、
損害賠償請求、解除の行使はできなく
なるとされ、注意が必要。
⑤損害賠償請求権〜買主の救済手段㋩
　物件の品質に契約不適合があるとき
は、買主は、売主に対し、債務不履行
責任としての損害賠償請求（415条）が
できる。契約不適合を理由とする損害
賠償の範囲は、「信頼利益」にとどまら
ず、「履行利益」にまで及び得る。
　これまでの瑕疵担保責任は、法律が
特別に定めた責任で、売主は過失がな
くても責任を負うのが前提になってい
たので、「信頼利益」の損害に限られて
いた。信頼利益とは、欠陥がないと信
頼したことにより生じた損害。例えば、
欠陥によって下がった物件の評価減、
または欠陥を修補・除去する費用等。
　一方、これからは契約不適合が生じ
るのは普通の債務不履行、契約責任の
考え方を取りますので、「履行利益」ま
で損害に入ってきます。債務が履行さ
れていれば得られた利益の損害、例え
ば転売が予定されていたときの差額利
益など（416条）も損害に入り、まさに
損害の範囲が広がると言われています。
⑥解除〜買主の救済手段○ニ
　物件の品質に契約不適合があるとき、
買主は、売主の債務不履行として売買
契約を解除することができる。債務者
（売主）に帰責事由がなくても、解除が
できる。ただし、解除は軽微であると
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とになります。実務上、賃貸人として
は、賃貸借契約締結時に、賃借人及び
連帯保証人との間で、連帯保証人に対
する賃貸人の請求の効力が賃借人にも
及ぶ旨の特約を結んでおくことが、消
滅を防ぐ意味では大きいと思います
（441条但書）。

2. 賃借物の修繕

①賃貸人の修繕義務―賃貸人は、賃貸
物の使用及び収益に必要な修繕をする
義務を負う。ただし、賃借人の責めに
帰すべき事由によってその修繕が必要
になったときは、賃貸人は修繕義務を
負いません（606条1項）、という基本
的なことが明記されました。
　賃借物の修繕が必要である場合、次
に掲げるときは、賃借人は、その修繕
をすることができる。賃借人が賃貸人
に修繕が必要である旨を通知し、また
は賃貸人がその旨を知ったにもかかわ
らず、賃貸人が相当の期間内に必要な
修繕をしないとき（607条の2第1項）、
窮迫の事情があるとき（同2項）は、賃
借人は修繕できる。この条文によって
生じる問題点、例えば賃貸人が、老朽
化した物件について、期間満了の正当
事由で「更新拒絶」と考えたときに、賃
借人が修繕を要求して、賃貸人が応じ
ない場合に自らその工事を行って、後
で必要費として工事代金を請求する場
合には明渡しの正当事由を争い、裁判
ではどうなるのか、かなり複雑な問題
になります。これについては、契約書
で修繕の箇所があったら通知して、協
議していくことが考えられています。
　また、今回の民法改正施行後の契約
更新についても新法が適用されるのか、
旧法が適用されるのか解釈に委ねられ
ているところも多く、例えば賃貸借契
約の更新時に保証人から署名・押印を
再度貰う場合、トラブルを避ける意味
では、新法で対応して、極度額の定め
をする選択も重要になってきます。
※ なお、賃借人の修繕権、物件の滅失、原状回
復義務等の説明がありました。

手続きの開始があったとき（465条の4

第1項1号）、そして保証人が破産手続
き開始の決定を受けたとき（同2号）、
主たる債務者または保証人が死亡した
とき（同3号）。主たる債務の元本が保
証人に対して確定すると、それ以降に
発生する債務は請求できない。貸主か
ら保証人に請求できる債権（保証人側
からしたら債務）は確定が起きると、
そこでストップ。それ以降に発生する
債務は、保証人は責任を負わない。保
証人は、これ以上負わないという、保
証人保護の規定です。一方、貸主（債
権者）はそこでストップするので、確
定はとても大きな事由になります。
　重要なのは、3号の主たる債務者ま
たは保証人が死亡したときにも保証債
務の元本が確定・ストップします。賃
借人が亡くなると、主たる債務者（賃
借人）なので確定事由になる。亡くな
るまでに生じていた債務（未払い等）は
保証人に請求できるが、亡くなられた
後相続人が明渡すまでの賃料は、すで
に元本が確定しているので、保証人に
請求できず、相続人に対して請求して
いく。
　建物内で自殺した場合、損害賠償請
求が賃借人の死亡でストップするかど
うか。自殺による債務不履行の損害賠
償の根拠が、善管注意義務違反によっ
て自殺した場合、判例は、賃借人の自
殺によって損害が生じたという考え方
で、亡くなる前に債務が発生している
というのが有力な考え方ですが、今後
判例の中でどう判断されるか、です。
⑥連帯保証人に対する「請求」の相対効
化―連帯保証人に賃料支払を求める裁
判上の手続きを起こしても、賃借人に
対する賃料債権等の消滅時効の進行は
止まらない。そのまま賃料債権が時効
消滅すると、連帯保証人に対する請求
権も同時に消滅してしまいます。
　保証人に対する裁判上の手続きを起
こしたり（請求）、保証人が賃借人の代
わりに賃料を支払っていても（債務承
認）、必ず賃借人に対して時効の進行
を止める手続きを取らないと大変なこ

務―契約締結時に、賃借人は、保証人
（法人を除く）に対して一定の情報を提
供しなければならない義務がある
（465条の10）。具体的には事業用の賃
貸借契約締結時に、委託した保証人（個
人）に対して一定の情報（財産及び収支
状況、主たる債務以外に負担している
債務の有無・その額、履行状況など/

同条1項1～ 3号）を賃借人は提供しな
ければいけない。事業用は多額になり
やすく、特に個人保証人の場合には負
担が大きいので、情報提供義務を課し
ています。
　賃貸人が情報提供をしない等の情報
提供義務違反があれば、保証人は保証
契約を取り消すことができる（同条2

項）。実務上は、賃貸借契約締結時に、
賃借人、保証人両者間で適切な情報提
供の授受表明保証するような書面を貰
うことがリスクを低減できるでしょう。
③債務の履行状況に関する賃貸人の
情報提供義務―賃貸人は、賃借人の
委託を受けた保証人から請求があっ
たときは、遅滞なく主たる債務（賃料
等）の元本、主たる債務に関する利息、
違約金、損害賠償、その他その債務
に従たる全てのものについて、不履
行（賃料滞納等）の有無、残額、弁済
期が到来しているものの額に関する
情報を提供しなければならない（458

条の2）。この情報提供義務は、保証
人が個人か法人かも、居住用か事業
用かも問いません。
④主債務の加重による保証債務の加重
の否定―これまでの考え方を明文化し
たもので、保証人の負担が債務の目的
又は態様において主たる債務より重い
ときは、これを主たる債務の限度に減
縮する（448条）。主たる債務の目的又
は態様が保証契約の締結後に加重され
たときであっても、保証人の負担は加
重されない（2項）。
⑤元本確定事由―個人根保証契約の元
本確定事由として、債権者が保証人の
財産について金銭の支払目的とする債
権についての強制執行または担保権の
実行の申し立てをして、実際に実行の
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夢だったオーケストラの
指揮者として復興支援
ビジネスの拠点、千代田区内神田に石造りの外壁で存在感のある事務所ビルを構
えるトーハン興業㈱は今年で設立54年を迎える。神田エリアにオフィスビル7棟、
都内に賃貸マンション4棟を所有し管理運営を中心に事業を行なっている。
代表取締役の塚田晃一さんの趣味はクラシック音楽。自身も指揮者として、年に1度
プロを交えたコンサートも行っている。塚田さんに音楽との関わりについて聞いた。

●事務機メーカーから不動産業へ

　同社の前身は父、晃氏が創業したレ
ジスターなど事務機の製造・販売を行
う会社だ。全国各地に拠点を展開し会
社を大きくしたが、晃氏は「この先何が
あるか分からない。家族を路頭に迷わ
せてはいけない」と考え、1967年に杉並
で副業として不動産賃貸事業を始める
ことになる。その後、事務機事業を手放
し、不動産業をメイン事業とした。所有
ビルは立地にこだわり、外壁には滋賀県
彦根市から取り寄せた石を使うなど質の
高い物件を提供することを信念とした。
　2014年に父親が亡くなり、塚田さん
が事業を承継することになる。塚田さ
んは当時、大手広告代理店 電通 に勤
務。仕事も楽しく、充実した毎日を過
ごしており、父親とは仕事の話をした
こともほとんどなく、それまで会社を
継ぐことは考えていなかったが、家族、
社員の勧めもあり、受け継ぐ決断をした。
　不動産の実務経験もなく右も左も分
からなかったが、代替わりしてまず行
ったことが宅建協会の支部活動に積極
的に参加し、会員との交流を深めるこ
とだった。知ったかぶりをせず、でき
ることをやりながら、古くてよくない
ものは改善して、次の世代に進めてい
くことを目指している。

●指揮者を目指した学生時代

　幼い頃から音楽を始めた塚田さんは
ある時期まで将来プロの指揮者として

音楽の道に進むことを真剣に考えてい
たという。中学に入る頃には友人を集
め器楽クラブを作り、独学で編曲や合
奏の指揮を執っていた。高校では吹奏
楽部に所属し指揮者として活躍した。
しかしピアノの技術や語学力などに限
界を感じ、プロの道は諦めたという。
それでも音楽への情熱は失われること
なく、自宅でワーグナーのオペラやベ
ートーベンの交響曲の暗譜を日々続け
ている。塚田さんにとって音楽は趣味
というよりライフワークと言っていい
かもしれない。

●コンサートで被災地支援

　卒業後就職した電通にはもともと社
歌を演奏するための有志によるオーケ
ストラがあり、当時の団長より「指導者
になってほしい」との声が塚田さんにか
かる。その後、東日本大震災を機にオ
ーケストラは震災の復興支援を目的と
したチャリティコンサートを毎年開催し
ていく。このコンサートには被災地の
流木から世界的に有名なバイオリン製
作者の中澤宗幸氏が製
作したバイオリンや弦
楽器が演奏に使用され、
塚田さんら電通オーケ
ストラのほかバイオリ

ニストの中澤きみ子氏
や宮本笑里氏など国際

的なプロの演奏家が毎回参加し、これ
までに８回開催している。2020年は新
型コロナウイルスの影響で中止を余儀
なくされた。
　指揮を執るうえで大切にしているこ
とを聞くと「プロではないが今は楽し
めて演奏できている。オーケストラに
は初心者もいれば上級者もいる。私の
役割は完璧な演奏を求める以前に初心
者にどこまで演奏させられるか、経験
のある演奏者をさらにレベルアップさ
せられるかを仲間と一緒に考えるこ
と」「自分は野球で言えば監督であり
２軍コーチでもある」と話す。「基本は
みんなで楽しむこと。上手な人も、初
心者も一体感を持ってやれるというこ
とをモットーにしています」。
　メンバーは仕事の合間など限られた
時間にしか練習に参加できないなど、
日々のリハーサルに苦労も多いという。
　初めは少人数の規模から始め、挫け
そうなこともあったというが、その先
には感動があり、続けることにこそ価
値があることを実感するという。

塚田 晃一さん
トーハン興業㈱　代表取締役
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バイオリニスト宮本笑里氏を
むかえたチャリティコンサート
（2015年11月4日）
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▼協同組合関係：小川副専務
　１.宅建ブレインズに協同組合が2,000
万円出資、業協会4,000万円出資とあわ
せ㈱宅建ブレインズは資本金１億円にな
りました。
　２.宅建ハトさん保証の取次店につい
ての説明会への参加をお願いします。取
次店になっていただくための説明会で、
かなり掘り下げた内容です。
　３.ＨＰの「特約・容認事項文例集」に
ついて全宅連と１月14日に業務提携を
結び、全国の宅建協会会員に同文例集が
利用できるようになりました。
▼会務報告：早水幹事長
　会議等開催予定、第８回常任幹事会が
３月23日㈪（午後２時30分）、第２回役
員選考委員会が同日（午後３時）、第５回
役員会が同日（午後３時30分）、いずれも
喜山倶楽部で行われます。
　監査会は※４月８日㈬ 支部事務局、
第１回常任幹事会※４月８日㈬ 支部事
務局、第１回役員会が※４月10日㈮、第
２回役員会が４月28日㈫ 午前10時30分、
第９回通常総会は４月28日㈫ 午前11時、
いずれも喜山倶楽部で行われます。なお、
※印は変更の場合もあります。
　第１回ブロック会は５月７日㈭ 午後６
時、浅草ビューホテルで行われます。

☆

　座長に浅野支部長が就き質疑応答が行
われ、続いて浅野支部長が議長に就き協
議事項に入った。

協議事項
1．役員改選に関する件
　――提案説明：早水幹事長
　社員選挙に関する告示、並びに役員改
選に伴う支部長立候補者の届出について
の告示の２点です。
　社員選挙規約第11条により立候補届出
期間（３月２日～ 12日 午後５時まで／郵
送・３月12日消印まで）、届出場所（支部
事務局／千代田中央選挙区選挙管理委員

ント選び、６名の方にご協力いただき価
格の査定をしました。３月18日に本部の
情報委員会が開かれる予定です。
▼研修委員会：三俣委員長
　２月７日㈮・８日㈯ 福島視察研修会
を実施しました。参加者は39名で、当日
は福島宅建協会から伊東孝弥会長、副会
長２名、震災発生時に会長でした安倍宏
前会長の４名に出席いただき、交流を深
めました。現在も続いている復興の状況
を自分の目で見て、福島の復興は進んで
いない、形だけだなあと体感しました。
▼消費者保護推進委員会：早水委員長
　本部の消費者推進委員会と苦情解決・
研修業務委員会の合同研修会が２月25
日に行われます。
▼社会貢献委員会：村上委員長
　先月も東京都からネット広告と現物が
違うという業務改善命令（停止15日間）
が当会員に出されました。東京マラソン
に絡んで今の時間吉村副委員長が出席、
中央区の職員と一緒に捨て看板等の除去
を行っています。
　オリンピック開催にあわせ６月に捨て
看板など違法看板の取り締まり情報もあ
り、ご注意いただきたい。
本部・保証協会・協同組合・その他
▼本部関係：浅野支部長
　第５回理事会が１月24日にあり、今年
は役員改選期にあたり中央選挙管理委員
会が編成されました。また、開業支援セ
ンターが甲州街道沿いへ移転しました（新
宿区新宿3-1-2 廣川ビル３階）。
　協議事項では㈱宅建ブレインズへの出
資4,000万円が決まりました。
　本部の社員選挙にあたり、１月27日に
私・浅野と早水幹事長立会いの下、千代
田中央社員選挙管理委員会に次の３氏を
選任、委員長に小林勝義監査役、副委員
長・宮田敦監査役、委員・堀川哲夫監査
役に決まりました。
　２月４日に中央ブロックの役員会があ
り、ブロック役員選考委員会の委員長に
長谷川台東区支部長、副委員長に小能文
京区支部長、と私・浅野がなりました。

令和元年度 第4回支部役員会
令和2年2月18日㈫

報告事項
委員会関係（本部含む）
▼総務委員会：関口委員長
　新春の集い、１月20日㈪ 帝国ホテル
で開催、160名の参加でした。
　新戦力として事務局員、橋口勇太さん
を１月16日から迎えています。
　「橋口勇太です。１月16日から千代田
中央支部でお世話になっております。未
経験ですが、がんばっていきます。」とあ
いさつ。（拍手）
▼財務委員会：松本委員長
　2019年度の会費未納者が90社近くあ
り、本部から３月中旬に内容証明で最終
督促を行う予定です。
▼組織委員会：松井委員長
○入退会状況
　12月度新入会15名・退会  7名
　１月度新入会 11名・退会  5名
　※１月末会員数は1,969名
　４月からの累計で入会者179名、退会
者82名で97名の増加、目標の2000名は
もう少しです。
　本部の１月入会者46名、退会者42名
で、プラス４名です。１月末会員数は１
万5,706名で、期首から入会者698名、退
会者419名で、279名の増です。昨年同
期は94名増ですので、約３倍の増加です。
　他団体は１月入会者77名、退会者41
名で36名の増。期首から入会者581名、
退会者390名で191名の増加ですが、昨
年は362名増でしたので半分近くに減っ
ています。
　入会金の減額キャンペーンをやってお
り、昨年１月から当協会が入会金を下げ
その差が20万円、他団体も今年１月から
当協会より20万円下げている状況です。
▼情報委員会：山北委員長
２月中旬に支部報『ちよだちゅうおう』新
春号が発行されました。２月10日支部事
務所で地価調査委員会を実施、不動産鑑
定士の保戸田先生の監修の下に100ポイ

支 部 役 員 会 報 告
令和元年度 第 4回支部役員会　令和 2年 2月18日㈫ 

令和元年度 第 5回支部役員会　令和 2年 3月23日㈪ 

令和 2年度 第 1回支部役員会　令和 2年 4月10日㈮ 〈中止/書面決議〉
令和 2年度 第 2回支部役員会　令和 2年 4月28日㈫ 〈中止〉

令和 2年度 第 3回支部役員会　令和 2年 5月30日㈯ 〈書面報告〉
令和 2年度 第 4回支部役員会　令和 2年 7月 2日㈭  〈書面報告〉
令和 2年度 第 5回支部役員会　令和 2年10月 2日㈮ Web会議
令和 2年度 第 6回支部役員会　令和 2年12月22日㈫ Web会議
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会）、投票方法（４月６日 午前10時～ 11
時／支部事務所／即日開票）、選挙の資
格（令和元年12月31日現在の正会員）、社
員定数（25名、補欠社員15名）、社員の義
務（年２回の本部社員総会に出席）。なお、
届出書類の郵送は必ず書留郵便とするこ
と、など。
　社員選挙取決め事項について、立候補
届出書類は支部事務所に請求、同書類は
書留郵便または事務所に直接持参する。
社員選挙執行に関しての結果は支部ホー
ムページで報告する、など。
　役員改選に伴う支部長立候補者の届出
に関する告示（２月29日付）について、支
部規程第７条及び役員選出に関する規約
第２条に基づき立候補の受付を告示する。
　届出締切日は３月５日 午後４時、届
出は支部事務局。
　第１回役員選考委員会が本日役員会の
前に支部長名で招集され、委員会の職務
確認の後、支部長候補者、支部幹事候補
者、支部監査役候補者、それぞれ選任の
確認をしました。委員会の構成メンバー
は常任役員14名と、監査役から宮田氏、
顧問から玉井氏、相談役から須貝氏、参
与から橋本氏がそれぞれ代表となり合計
18名。その場で役員選考委員の発表と委
員長、副委員長２名の選任を浅野座長（支
部長）のもと取り計らい、委員長に私・
早水、副委員長に玉井顧問と関口総務委
員長が任命されました。同委員会では役
員選考方法等の説明、今後の日程の確認
等を行った。
　なお、支部長から千代田中央支部 本
部役員選考委員（ブロック運営委員）につ
いて、浅野（支部長）、松本（副支部長・
財務委員長）、早水（幹事長・消費者保護
推進委員長）の３氏で担当する旨の説明
がなされた。

☆

　質疑応答の後、議長（浅野支部長）が議
案１「役員改選に関する件」の賛成の挙手
を求めたところ、出席幹事28名（議長除
く）、挙手28名・全員賛成で可決・決定
された。

2．第9回通常総会について
　――提案説明：関口委員長
　開催日時は令和２年４月28日㈫　午前
11時から喜山倶楽部９階 飛鳥の間を予
定している。当日は例年通り役員会が30

分前に招集されます。経費削減の観点か
ら会場を変更しての開催です。

☆

　質疑応答の後、議案２「第９回通常総
会について」の賛成の挙手を求めたとこ
ろ、賛成27名で可決・決定された。

令和元年度 第5回支部役員会
令和2年3月23日㈪

報告事項
委員会関係（本部含む）
　役員会直前に行われた役員選考委員会
が大幅延長のなか一定の結論を得た後、
第５回役員会が開催された。冒頭、須貝
相談役から「動議」（早水役員選考委員長
の解任）が提出され、浅野支部長が議長
に就いた。須貝氏から動議に至る経緯説
明（無記名投票や委任状の扱いなどを正
副委員長３名で決定したことの是非）が
なされ、早水氏からは従来からの公平で
選出できる方法で行ったつもりでしたが、
正副委員長３名で決めたことは、ご指摘
のとおりだと思います、と述べ質疑応答
の後、早水役員選考委員長の解任を決定
し、今後の方針、支部長選挙方法等につ
いて話し合いが行われ、幹事39名で投票
することが決定された。

　司会から「役員会が延びてしまい、本
日の報告事項は割愛させていただきたい。
ただ、支部事業報告（案）だけは確認いた
だきたい。」との発言があった。
　議長（浅野支部長）は、協議事項１「令
和２年度事業報告（案）」は関口総務委員
長、早水幹事長と私（浅野）が責任をもっ
て校正させていただきます。賛成の挙手
をお願いしますと議場に諮ったところ、
全員挙手により令和２年度支部事業計画
は決定した。

☆　　☆

　この後、新型コロナウイルス感染拡大
により支部長選挙は郵便での投票を行い、
浅野氏が次期支部長候補者に決定した。
　なお、第９回通常総会は新型コロナウ
イルス対策で開催規模を大幅に縮小して
の実施が決定された。

令和2年度 第1回支部役員会　
令和2年4月10日㈮ 〈中止〉
令和元年度決算書面決議　全員賛成　可決

令和2年度 第2回支部役員会　
令和2年4月28日㈫  〈中止〉

令和2年度 第3回支部役員会　
令和2年5月30日㈯ 〈書面報告〉
　令和2・3年度支部役員・役職委嘱一覧
（p.8に掲載）等の報告がなされた。

令和2年度 第4回支部役員会　
令和2年7月2日㈭    〈書面報告〉

報告事項
委員会関係（本部含む）
▼総務委員会：早水委員長
　本部・支部とも委員会はまだ始まってお
りませんので特に報告はありませんが、本
部総務委員会は７月13日に開催予定です。
▼財務委員会：関口委員長
　本部から前期に確定している今期の交付
金の第1四半期分は７月６日に入金予定で
す。 本部・支部とも委員会はまだ始まっ
ておりません。
▼組織委員会：松井委員長
○入退会状況
　６月度新入会7名・退会10名
　※６月末会員数は1,970名
　本部の５月新入会40名・退会33名で５
月末会員数1万5,703名。
　他団体の５月入会36名・退会31名で５
月末会員数は1万0,907名。
▼情報委員会：大森委員長
　秋口までの支部HP完全リニューアルに
向けて、現在話し合いを進めております。
また、年２回発行の支部報は、発行回数の
減や電子版にすることを含め検討中です。
▼研修委員会：原田委員長
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点、
また本部指導により会場を借りて行う研修
会はできない。その点からもWeb研修を行
っていきたいと考えております。 システ
ム面の構築を含め、現在話し合いを進めて
おります。
▼消費者保護推進委員会：児玉委員長
　例年、春か秋に開催しております数寄屋
橋公園での無料街頭不動産相談会は、新型
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動産流通機構実績について
（6 ）教育事業委員会　宅建士講座について
今期は新型コロナウイルスの影響で通
常の会場での講座が開校出来ず「宅建
Web講座」として実施している旨の報告。

（7 ）企画・販売事業委員会　各種提携商品
月別利用状況の報告

（8 ）㈱宅建ブレンズ　ブレンズの取扱商品
の説明
④ 協同組合も今期は新型コロナウイルスの
影響で例年の事業が出来ないと思われま
す。７月20日に開催予定の組合役員・支
所長「合同研修会」及び第１回支所長会は
開催せず、 資料をドロップボックスに掲
載する形をとることに決定しています。
■東政連関係
　６月11日に令和2年度第３回幹事会が開
催され、久保田会長が今期も引き続き会長
を務められます。報告事項は、順番に目黒
区長選挙、 福生市長選選挙、港区長選挙の
結果報告、並びに都知事選挙、そして都議
会議員補欠選挙で候補者４名を推薦するこ
とになり、協力要請がありました。
　審議事項は、 全国宅建政治連盟の派遣役
員選出と顧問・相談役の委嘱について上程
され、全員一致で可決した。
　今期の役職者の選任についても報告があ
り、当支部から稲垣幹事が東政連副会長に、
松本幹事長が会計責任者職務代行者という
役職を担当することになりました。

令和2年度 第5回支部役員会　
令和2年10月2日㈮ Web会議

報告事項
▼本部関係
（1）表彰について
国土交通大臣表彰
永井 彰 氏（副会長／立川支部）、岩崎 健恭
氏（元常務理事／江東区支部）、山口 利昭
氏（元常務理事／豊島区支部）
（2）令和２・３年度全宅連関係役員の選定
について、８月28日開催の全宅連理事会で
本会派遣理事から役職者が選定された。
（3）他団体派遣役員（全宅連／全保証）につ
いて別紙のとおり決定・変更しました。
（略）
（4）「ハトサポリニューアル」および「ハト
マークWeb書式作成システム」のリリース
について

 ８月19日からリニューアルしました。 

更の承認 （3）取引銀行の承認、（4） 事務
局内規の承認、（5） 中科目相互間の予算
の流用の承認、について常務理事会へ委
任することを審議し、可決決定した。
■保証協会関係
　６月11日に本部で第４回幹事会が行
われ、令和２・３年度の「事業計画（案）
並びに収支予算（案）」が審議事項として
上程され、全員賛成で可決した。
　報告事項は、事業報告と決算報告があ
り、続いて東京本部役職者の選任と各委
員会の編成、中央本部への派遣理事候補
者など選出の報告がありました。
　苦情解決・研修業務委員会は、当支部
から本部相談所に毎月出向して頂く委員
に海老根副支部長続投、 関口副支部長が
再登板、 早水副支部長が新たに加わり、
松本幹事長は今期も副委員長に再任、引
き続き事情聴取会も合わせて担当するこ
ととなりました。
■協同組合関係
　第４回理事会が６月11日に開催され、
今期から本部の飯野専務が東京都宅建協
同組合の理事長に就任されました。当支
部からは浅野支部長が専務理事、早水副
支部長が理事として出向します。報告事
項（要点のみ）は次のとおり。
① 第３回理事会で飯野理事長一任なって
いた、副理事長・専務理事・常務理事
の発表がありました。
② 第39回通常総会が５月27日に開催さ
れ、決定事項を記した「総代会資料」は
全組合員に６月度の定期配送で送付済
です。ご確認ください。
③各委員会報告は組合の担当者が担当
（1 ）総務委員会は年間の会議開催予定表
の発表や、支所長・副支所長・支所運
営委員の選出依頼について、です。な
お、当支所は第３回支部役員会に関す
る報告で今期の構成員を予めお示し
てありますので、そのまま提出してい
ます。

（2 ）財務委員会　賦課金の請求と支所運
営費送金の報告

（3 ）広報委員会　組合ホームページ・特
約容認事項文例集のアクセス数の報
告

（4 ）金融事業員会　少額短期保険・ 宅建
賠責保険・家賃保証それぞれの営業
状況の報告

（5 ）情報事業委員会　ハトマーク東京不
動産関連・レインズ実績・東日本不

コロナウルス感染拡大防止の観点、また
本部からの指導により年内の開催は難し
い状況ですが、情勢が許せば来春に再開
したく、その可能性と方策を検討中です。
　なお、千代田区役所・中央区役所の常
設不動産相談所について、千代田区は６
月から再開しましたが、中央区は６・７
月が中断中です。中央区高齢者住替え相
談は、区役所側から物件提供可能な家主
斡旋の強い要請がありました。
▼社会貢献委員会：村上委員長
　10 月 18 日の宅建試験は開催が決定し
ました。また、11月予定の研修旅行会（河
鹿荘）を含めその他事業については新型
コロナ感染の状況を注視しつつ検討して
いきます。

本部・保証協会・協同組合・その他
■本部関係
　６月11日に第 4回理事会が開催され、
当支部は会員増により派遣理事が１人増
え７人となり、当日は全員出席しました。
会議報告（要点のみ）は次のとおり。
①第３回理事会で会長一任となっていた
本会役職者および他団体派遣役員の発表
がありました。
②行政機関並びに関係団体からの通知
（1）「民事執行法及び国際的な子の奪取
の民事上の側面に関する条約の実施に関
する法律の一部を改正する法律」及び「民
事執行規則等の一部を改正するする規
則」の施行に伴う不動産競売手続きの変
更点について （周知のお願い）
（2）低未利用地等の譲渡に係る所得税及
び個人住民税の特別措置に係る事務につ
いて
　（1）（2）の詳細は本部ホームページを
ご参照ください。
③前期第６回理事会で承認された特別委
員会（名称：組織財政改革特別委員会）の
構成が決まりました。委員長は大滝副会
長で、委員には副会長、各ブロック長、
専務理事、総務委員長、財務委員長と各
分野の学識経験者等の構成で、当支部の
浅野支部長は本部財務委員長として参加
予定です。第１回会議は７月９日の予定
です。
④理事会から常務理事会へ委任する事項
に関する件、について審議
　２年に一度の役員改選時期に毎回諮る
件で、以下の（1）入会の承認及び拒否、
（2）委員会・委員・専門委員の委嘱、変
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武蔵野中央支部
第十一支部 …現 世田谷区支部、調布狛

江支部、府中稲城支部、南多
摩支部、町田支部

第十二支部 …現 北多摩支部、立川支部、
国分寺国立支部、西多摩支部、
八王子支部

〈プロック構成〉
東京第一ブロック…第一支部～第四支部
東京第二ブロック…第五支部～第八支部
東京第三ブロック…第九支部～第十二支部
　今後は令和４年４月１日からの新体制
による運営に向け、より細かなスケジュ
ール、関係規約の整備、統合後の支部運
営、協会事務局体制、会費収入により安
定的に運営ができる体制の構築などにつ
いて、具体的な実施に向けて、分科会を
設置して、引き続き協議を行っていくこ
ととした。大滝委員長からの上程後、多
くの質問が出たが、最終的には採決し、
賛成が過半数を超え可決承認された。
■保証協会関係
　９月23日 本部幹事会が開催され、令
和２年３月度の全宅保証関係役員の選定
について報告があり、東京からは大滝睦
男氏（町田）が常務理 事と組織整備入会
促進特別委員会副委員長に、弁済業務委
員会副委員長に桑原弘光氏（新宿）、苦情
解決・研修業務委員会委員に長谷川守信
氏（台東）が選任された。その他は、５月
～７月決定の弁済認証が ７件、拒否案
件は２件でした。
審議事項はありません。
■協同組合関係
　第５回理事会は７月20日にWebによる
会議を開催。第６回理事会は審議事項が
なく招集せずドロップボックスによる書
面報告。第７回理事会は９月23日に新型
コロナウイルス対策をした上で招集し開
催、以上の理事会の報告・審議事項につ
いて重点部分、要点のみの掲載となります。

〈報告事項〉
（1）総務関連報告
・ 2020年度新規加入者数（９月11日現在）、
期首組合員数は14,161名で現在は
14,359名、内訳は新規加入が330名、
法定脱退176名、復活が44名で198名の
増加です。

（2）財務関連報告 （９月４日現在）
・ 2020年度賦課金の入金状況について
13,812名、末納者には10月から督促し

この一連の受付は本部で行います。
（2）ブロック・支部体制に関する件が上
程されました。

 前回の書面報告にありました組織財
政改革特別委員会が７月から９月までに
４回開催されました。この特別委員会は
中長期・安定的な組織運営のための組
織・財政改革について諮問を受け討論を
重ねました。主たる諮問事項は次のとお
りです。
① 現行の支部・ブロック体制の抜本的な
見直しと経費削減の実現を図る。
② 支部を原則13支部以内、プロックは存
続させ原則３プロック内以内とする。
③ 会費収入による安定的な運営ができる
体制の構築。
④ 支部の伝統と地域の繋がりを存続出来
うる体制を十分考慮する。
⑤ 新体制の発足は令和４年度４月から実
施。
⑥ 答申を希望する期限は令和２年12月
20 日まで。
　以上、その中間答申書を以って標記の
件について審議された。
　各支部の会員サービスを均一化し、支
部・ブロックの役員等の選出数を平等に
するためにも、各支部の会員数（正会員）
を1,000名台程度、各ブロックの会員数
を4,000名台程度に、なるべく均等にな
るように考慮し、議綸・検討した。
検討にあたり、既存のブロックにこだわ
らず、これまでの地域的な緊密性、公共
交通機関による利便性を加味して案を作
成した。委員会で鋭意検討した結果、12
支部・３ブロック体制とする案で意見が 

一致し、委員会として決定した。
〈支部構成〉
第一支部…現 千代田中央支部
第二支部… 現 江東区支部、江戸川区支

部、葛飾区支部
第三支部… 現 台東区支部、墨田区支部、

足立区支部
第四支部… 現 文京区支部、荒川区支部、

豊島区支部
第五支部… 現 品川区支部、大田区支部、

目黒区支部
第六支部…現 港区支部
第七支部…現 新宿区支部
第八支部…現 渋谷区支部
第九支部… 現 練馬区支部、北区支部、

板橋区支部
第十支部… 現 杉並区支部、中野区支部、

ご覧になっていない方は是非お試しくだ
さい。 支部ホームページからも入れま
す。参考資料をご希望な方は支部ホーム
ページ（会員専用ページ）からダウンロー
ドしてください。
（5）行政機関並びに関係団体より「第201
回通常国会（令和２年１月20日～６月17
日）で成立した宅地建物取引関連の主な
法律について」の通知がありました。な
お、参考資料は支部ホームページ（会員
専用ページ）からダウンロードしてくだ
さい。
（6）令和３年１月15日（金）に開催予定の
「令和３年賀詞交歓会」は中止となりまし
た。
（7）入会キャンペーンの実施期間につい
て、令和３年３月26日まで入会金減額キ
ャンペンーンを実施しています。お知り
合いの方が開業を検討されている際は是
非ご紹介ください。詳細は支部または本
部ホームページをご覧ください。
（8）開業支援センターでの入会申込受付
について、上記（7）にも関連しますが、 
他団体は本部一括受付なのに対し、 本会
は各支部受付で行政書士が不便を感じて
いるなど課題があり、新宿にある開業支
援センターで入会申請を受付けることに
しました。
（9）令和２年度「本部主催Web研修」につ
いて、今年が２年目のWeb研修となり、
すでに皆さまの会社に本部から、研修視
聴に必要なログインユーザー名・パスワ
ードのお知らせを圧着ハガキで郵送済で
す。なお、宅建業法に定める法定研修に
なり、視聴の記録は本部で管理されます
ので、お早目の受講を改めておすすめし
ます。

審議事項
（1）大臣免許業者の支店入会について入
会金免除に関する件が上程され可決され
た。現状では支店扱いで入会金・会費を
納付していないのに、一定の会員サービ
スを受けられる状態にあるので、今回入
会金免除の条件を提示することで、入会
を促し、会費を継続的に徴収することで
他の会員との公平を期すのが狙いです。
なお、今回の本部調査によると大臣免許
業者で業協会未加入は39社、そのうち当
支部は16社が該当するので入会を促し、
会員増加につなげたいところです。なお、
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で決めた。内容は昨年作成したハトさ
んハトっちのハトさん動画を使う。 期
間は2020年11月～ 2021年３月の予定
で、予算は500万円以内で、理事会で
その動画（15秒．30秒）を流し内容確認
後、採決をとり全員賛成で可決承認さ
れました。
■東政連関係

 ９月15日に常任幹事会、９月23日に
役員会が開催されました。
　瀬川都宅協会長が全政連の第50回年
次大会で全政連会長に選任されました。
また、本連盟久保田会長が全政連「国会
等選挙対策委員長」に選任されました。
　今年度の会費納入状況と令和3年度の
東京都予算等に対する要望書の提出、ま
た令和３年度の税制改正及び土地住宅政
策に関する要望書を作成。続いて東政連
の入会案内パンフレットをリニューアル
しました。今までの政治活動として働き
かけた実績を強調しております。広報誌
は10月下旬発送予定です。
　その他、来年３月までの各種選挙日程
の報告がありました。
　審議事項では、自民党党員募集に関し
て、昨年と同内容で良いかどうか、開業
支援センターでも東政連入会者の受付が
出来るようにするための規約変更する件
が上程され、全員賛成で可決しております。

令和2年度 第6回支部役員会　
令和2年12月22日㈫ Web会議

報告事項
委員会関係（本部含む）
▼総務委員会：早水委員長
　10月23日、本部からコロナ禍におけ
る支部事務局のテレワーク等についての
通達があり、支部事務局員に継続して実
施していくことを再確認した。
　11月９日、浅野支部長、 松本幹事長、
関口財務委員長、私（早水）の４名で上期
事業、予算執行状況を確認し、来期予算
編成会議を行い、また、組合事業費で11
月「不動産業務手帳」を配付しました。
　本部関連は、12月21日に第３回総務
委員会がWeb会議で開催された。報告事
項は、各支部における行政との協定の確
認について、職員に対する新型コロナ感
染防止対応について、令和３年版カレン
ダーの作成・配付について、そして審議

支援になっている商品もあれば、ほとん
ど利用のない商品もある。会員配送の際
に提携商品のチラシが多く、本来の重要
な通知や案内が目立たなくなる弊害もあ
るので、委員会で今一度精査して、一定
の期間に利用頻度が無い会員支援になっ
ていない商品との提携を見直すとの報告
ありました。
　業協会・組合の出資会社である「宅建
ブレンズ」から広告宣伝に関するお願い
があり、支部報や支部ホームページなど
への各種宣伝広告の案内があった。なお、
掲載の際には広告出稿費基準による広告
料の支払いがあるとの説明がありました。
《その他》
・ ９月上旬に協同組合を装った「なりす
ましメール」の送信がありました。心
あたりのないメールを受信されました
際は、添付ファイルの開封やメール本
文のURLにはアクセスしないように、
という注意喚起です。なお、組合のパ
ソコンは、サーバーで不審メールは削
除処理されており、被害はありません
でした。

〈審議事項〉
・ 不動産実務セミナーの件。毎年11月に
２回開催しているセミナーですが、今
般は新型コロナウイルス感染防止対策
で中止とし、動画による配信に変更す
ることを審議し全員賛成で可決。
　資料は12月の会員配送で、配信期間は
12月１日から来年３月31日まで。題材
は「民法改正その後、及びコロナ禍にお
ける不動産取引Q&A」を予定しています。
・ チラシ作成システム「PeperScape」に関
する件。本理事会でデモンストレーシ
ョンをし、その後審議し提携商品へ採
用することを可決した。
・ 商標登録の件。『東京都宅建』と『東京
宅建』という２つの名称について、業
協会と組合の共同で商標権を取得する
ことを審識。目的は、２つの名称をこ
の先も安全に使用するためと、信用度
を高める意味で必要と判断。費用は１
件につき約30万円で、正式登録までに
半年から１年間掛かるが、全員賛成で
可決承認された。
・ 広告に関する件。昨年度はタクシー車
内や交通機関へ広告を出し認知度の向
上を企てたが、今回はこのコロナウイ
ルス関連を鑑み、外部への掲出でなく、
YouTube内への動画広告を担当委員会

ます。
（3）事業報告
《広報事業》
・ 「東京都宅建」ホームページのサイトア
クセス数はのべ56,915件、サイトに訪
れたユーザー数は39,814人、閲覧され
たページ数は延べ185,270頁
・ ノベルティの作成。７月からレジ袋が
有料化され、会員向けに東京都宅建と
いう名前入りのエコバックを5,000個
作成し、各支所あてに数回に分けて発
送します。
・ 新型コロナウイルス対策ポスターの件。
協会員向けに組合で作成し、協会・支
部のホームページからダウンロードで
きますので、ご活用ください。

《金融事業》
・ 少額短期保険・宅建陪責保険・家賃保
証 の状況について順調に推移している
報告ありました。

《情報事業》 （８月度のデータから）
・ ハトマーク東京不動産の報告。アット
ホームでの公開物件数は105,000件で、
うちハトマークサイトでは約11,200件。
ハトマークサイト会員数は13,840社で、
物件公開指示会員数は493社、 売買物
件は376件、賃貸物件は10,540件
・ レインズ関連　売買物件登録数が
9,000件、延べ57,000件、前年比15.3％
の減少。賃貸事業用物件登録数は6,200
件、延べ37,000件、前年比28. 7％増加、
賃貸居住用物件登録数は49,000件で延
べ247,000件、前年比4.9％減少との報
告でした。
・ 昨年同様に「ハトマーク東京不動産」に
関し「リスティング広告」を実施。期間
は2020年９月～ 2021年２月まで。

《教育事業》
・ 2020年度「宅建Web 口座」の申込状況に
ついて。合計87名で内訳は組合14名、
協会員６名、一般が67名。
・ 「ハトサポ」内で今回リニューアルをし
た際、ワード検索機能不具合と旧民法
バージョンの誤掲載が発生。すぐに担
当業者に対応を依頼し、それぞれ正常
に 戻ったが、本件に対し顛末報告書を
提出してもらい、今後の対応策を検討
します。

《企画販売事業》
　提携商品各種利用状況についての報告
があり。 現在30社近くの提携業者があ
り、コンスタントに会員が利用して会員
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につきましては１月16日の理事会で決
議どおり可決承認されたら また詳しい
お話をさせていただきます。
　審議事項は事業計画大綱と予算大綱案
が可決承認されております。入会に関し
てクレジットカード決済を導入すること
によって、分割払いやポイントをつける
ことで最後に入会時の差別化を図り、ク
レジットカードでの受付を開始しており
ます。また、本部の地価調査専門委員を
村上委員長にお受けいただいています。
■保証協会：松本幹事長
　早水副支部長、海老根副支部長、関口
副支部長、 松本幹事長が担当の苦情解
決・研修業務委員会が12月１日に行わ
れ、９月末での苦情解決申出・処理状況
の報告があり、苦情処理件数は136件、
申出件数は74件、これは前年比27件減
になり、そのうち解決撤回が60件、全体
の60％になります。弁済業務移管事案が
45件、全体の33％でした。 実際には４月、
５月、６月はコロナの影響で事情聴取会
が行われませんので、移管件数は減少し
ております。その他、令和３年度事業計
画案と予算案が上程され、それぞれ満場
一致で可決されました。
　次に、千代田中央支所の運営報告につ
いて10月29日、 浅野支部長、 早水副支部
長、松本幹事長の３名で上期の事業、予
算の執行状況を確認しました。令和２年
９月30日までの上期事業、大きな予算執
行はコロナ禍の状況によりありませんで
した。この状況を鑑み、下期の事業、予
算の執行については改めて浅野支部長、
早水副支部長、松本幹事長と再度検討し
ていくという形になっております。
　下期事業は11月21日まで組合事業費
負担で「不動産業務手帳」の配付を行いま
した。引き続き認知度の向上と入会の促
進のために努めていきたいと考えており
ます。
■協同組合：早水支所長・浅野専務理事
　11月20日、第９回理事会が開催され、
12月11日、第３回総務委員会が開催、12
月18日の第10回理事会は、ドロップボ
ックスによる報告理事会に変更になり、
また、第２回支所長会は、来年令和３年
１月18日に延期になりました。議事報告
は、浅野・組合専務理事にお願いします。
　組合員数が11月末現在、1万4,462名、
千代田中央支所は1,820名。財務関係は、
賦課金入金状況ですが、12月2日現在で

▼消費者保護推進委員会：児玉委員長
　中央区からは一般相談、高齢者住み替
え相談ともに、３月から今年年内で実効
的なことをやって欲しいという強い要望
が出ております。その時に協力店を募る
に際し、中央区の住み替え支援の内容を
抜粋した資料をホームページにのせても
らおうと思います。今後支部報などの発
行物発送時に同封し、協力店を集めて高
齢者住み替えに協力したい考えです。
▼社会貢献委員会：村上委員長
　コロナ禍の中、会員点検等、広告物の
点検等、そして宅建試験のご協力誠にあ
りがとうございました。

本部・保証協会・協同組合・その他
■本部関係：浅野支部長
　顕彰について、大滝副会長が黄綬褒章
を受章されました。 練馬の岩崎理事が東
京都功労者表彰を受賞されました。 おめ
でとうございます。
　本部・支部事務局の年末年始は12月29
日（火）から１月４日まで正月休みです。
なお、本部７階不動産相談所は22日（火）
から１月５日まで休みとなりますが、苦
情解決申出受付業務は22日～ 28日、１ 

月５日 事務局で順位保全のみ行うように
なっております。
　組織財政改革特別委員会関係の件、瀬
川会長から諮問された事項のもと 7月に
組織財政改革特別委員会が発足し、委員
会等を４カ月で10回ほど実施しました。
現在機関決定されていることは、３ブロ
ック12支部の区割りのみです。なお、９
月23日の理事会での機関決定後、複数の
支部から、区割りの変更や支部の名称・
呼称についての意見が相当数あり、特別
委員会では十分に検討した結果、それを
踏まえて、瀬川会長に最終答申案を提出
しています。その中には今回の組織財政
における経費削減目標も添付しておりま
す。12月16日の第7回理事会で瀬川会長
に提出した最終答申案について、大滝組
織財政改革特別委員長から議事について
説明がありました。
　私ども千代田中央と港、新宿、渋谷の
1,000を超えている支部においては、支
部名称は変わる可能性はあっても他の支
部との合併ではなくて単独でという形に
なります。
　多摩は10支部ですが、５支部ずつが2
支部に合併する形になっています。詳細

事項は令和３年度事業計画案、予算案に
ついてでした。
▼財務委員会：関口委員長
　10月29日（木） 10時半から支部事務局で
令和２年度中間監査会を行い、上半期の
会計処理状況を伝票や領収証等に基づき
監査いただきました。10月５日、本部財
務委員会で来期の予算大綱と支部交付金
が提示され、同月９日に支部三役で例年
どおり来期の予算編成会議を行いました。
▼監査報告：小林監査役
　10月29日午前 10時30分から監査役２
名は千代田中央支部会議室で令和２年度
の中間監査を行いました。令和２年度上
半期に執行された事業報告書並びに収支
計算書、 正味財産増減計算書、貸借対照
表、財産目録及び関係書類を監査した結
果、いずれも適法にして正確に処理され
ていることを認めましたので、ここにご
報告します。
▼組織委員会：松井委員長
○入退会状況
　11月度新入会17名・退会10名
　※11月末会員数は1,981名。
　期首からは14名の増加です。
　本部の11月入会者は66名、退会者は
35名で、プラス31名。期首からの合計
は入会者が506名、退会者が349名、157
名の増加となり、11月末会員数は1万
5,817名。
　他団体は期首からの入会者は525名、
退会者が247名、278名の増加となり、
11月末会員数は1万1,117名です。
　他団体との今期の増加数を比べると他
団体が278名、当本部が157名で、121名
他団体が上回っています。この要因は本
部の退会が100名以上多くなっていると
いう状況です。
▼情報委員会：大森委員長
　本年度、ホームページを全面リニュー
アルしました。支部報につきまして、令
和３年２月に発行予定で今まとめている
段階です。
▼研修委員会：（代理）松本幹事長
　９月24日から11月２日まで行われた
本部Web研修会の受講結果について、千
代田中央支部では受講修了が412名、受
講未修了が90名となりました。大体500
名が受講しているということです。全体
では９月現在の会員数1万5,711名に対し
受講会員数は6,210名、うち受講修了者
が5,550名となっております。
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　支出について、２の支部事業活動費支
出、⑴事業費支出（予算1,380万円）は次
の①から⑥まで（各委員会費用）の合計で、
前年度比でマイナス400万円の大幅削減
予算となります。
　①消費者保護推進事業は前期と同額
250万円ですが、無料不動産相談会を予
定しており、②情報流通事業は紙媒体の
支部報の発行をやめ、ホームページ上で
掲載します。また支部ホームページ維持
管理、セキュリティー強化、その他情報
事業の推進を図り、前期予算500万円か
ら200万円の減額、300万円となります。
　③調査研究事業では地価調査関係費用
（15万円／前期同額）です。
　④教育研修事業ではWebを含めた実務
研修会の開催、視察研修会の開催を予定
しております。前期予算500万円に対し
100万円減の400万円です。⑤社会貢献
事業では研修旅行の開催、防犯防災協力
費、宅建試験関係費ほかを計上、前期
500万円計上に対し、100万円減額の400
万円予算です。⑥企業倫理推進事業は30
件ほどの会員事務所調査を実施する予定
です（15万円／前期同額）。
　次に、⑵の支部管理費支出（予算2,701
万円／前期同額）、①福利厚生研究費は
新年会開催費、会員交流事業、そして今
期行えなかった周年記念事業（予算300
万円）を予定しており、740万円を計上
しています。
　②一般管理費支出は、前期予算と同額
1,961万円を計上しました。
　以上、事業活動支出計(B)は4,081万円、
事業費全体で前期予算額より400万円の
減額です。
　Ⅲその他、令和３年度の収入総額は前
述した4,606万428円で、内訳は当期収入
合計2,936万2,700円、周年事業費300万
円、前期繰越金1,369万7,728円、これは
今期の予算として提示された予備費です。
現在は期の途中ですので、見込額となり
ます。令和３年度の支出総額は4,081万
円となります。従って、収入総額4,606
万428円、支出総額4,081万円となり、
525万428円が予備費として次年度繰越
予算額となります。
　以上、令和３年度予算（案）について説
明を申し上げました。
　なお、今回、コロナ禍ということで異
例ですが、（事前に）令和２年度予算執行
状況について等の質問がありました。

会派や各議員さんの後援会や勉強会が
10月あたりから立て続けに行われるよ
うになっております。 清和政策研究会、
宏池会、中川まさはる議員、山田美樹議
員、 海江田万里議員、 樋口たかあき都議
会議員、辻清人議員です。こちらは浅野
支部長はじめ役割を分担しながら出席し
ております。
▼会務報告：松本幹事長
　会議開催予定、第８回常任理事会が２
月９日㈫、第７回役員会が２月19日㈮に
予定しております。開催場所、時間等は
未定です。

☆

　座長に浅野支部長が就き、質疑応答が
行われ、Web研修受講未修了者数につい
て、会員退会者について、支部名称につ
いてそれぞれ説明がなされた。

協議事項
１ ．令和3年度千代田中央支部の事業計
画大綱（案）
　─提案説明：松本幹事長
　内容は本部の事業計画に則ったもので、
全く同じものです。順番に読み上げます。
※「事業計画（案）」は別掲。

２．令和３年度予算（案）について
　─提案説明：関口委員長
　Ⅰの事業活動収支の部、⑴本部等交付
金収入、①入会金交付金収入以下③まで
の合計2,841万200円は、本部から指定さ
れた予算額の計上です。
　⑵事業収入80万円は、宅建ファミリー
共済事務手数料として前年同期比、１期
の３カ月分として平均15万円の４期累計
60万円を、また宅建ブレインズの宅建ハ
トさん保証業務委託料20万円、合計80万
円を計上、⑸雑収入は預金利息・祝儀等
15万2,500円の例年どおりの計上です。
　従って、当期事業収入合計は2,936万
2,700円、令和２年度に比べ9万2,800円
の増収となります。増収となるのは５支
部ぐらいに限られ、割と恵まれた予算と
いうことです。
　事業活動収入計(A)2,936万2,700円に、
周年記念事業積立金500万円のうちから
300万円、また前年度の繰越金1,369万
7,728円を加算した合計額4,606万428円を
基礎として支出予算額の設定をしました。

銀行引落と合わせて1万3,960名、98％の
入金状況です。配当金の入金について、
宅建プレインズに出資しており、配当率
20％で、配当金額1,200万円が７月31日
に入金が済んでおります。
　各委員会の事業報告について東京都宅
建ホームページアクセス状況は訪問数が
4万767名、閲覧されたページ数は8万
2,234ページ。 協同組合でコロナ禍にお
けるマスクケースを作成しました。QR

コードもついております。 組合からの
１月の単独配送で、組合員に１部ずつ送
らせていただきます。
　金融事業委員会は少額短期保険、宅建
賠償責任保険、家賃保証についての報告
で少額短期保険はジャパン少短・日本共
済から5月15日、11月13日に業務委託の
支払いがありました。
　以前から当支部は賃貸物件においては
住宅より事業用不動産が多く、４月から
の改正民法に伴い事業用不動産の家賃保
証の利用が増えたとのことです。これは
契約時の連帯保証人の保証上限額の設定
の影響かと思われます。
　教育事業の宅建士講座ですが、コロナ
禍で従来からの会場を借りての講座は出
来ずWebでの講座に変更しており、本年
は特別に12月27日に2回目の宅建試験が
実施される事もあり、現在も開講中です。
今まで協同組合は毎年2会場で不動産実
務セミナーを組合員向けに開催していた
が、こちらも出来ないことから、それに
代わるものとして誌上セミナー「これか
らの不動産取引の変容と留意点」と題し
レジュメを作成し配布する予定であった
が、その中から4本分の動画を作成し、
Webセミナーという形で、鑑定士の吉野
荘平先生と弁護士の柴田龍太郎先生に、
改正民法への対応、コロナ禍における新
たな生活様式への対応を中心に講義をし
ていただく内容です。1月20日から3月1
日まで本部ホームページで視聴できます
ので、是非ともご覧ください。
　企画・販売事業では組合員の皆様が図
面やチラシをより簡単に作成できるシス
テム等のご紹介をしています。
■東政連関係：松本会計貴任者職務代行者
　前回の報告以降、 幹事会は行われてお
りませんが、10月20日に上半期の監査
会があり、松本が担当として立ち会いま
した。
　そのほか、本来春先に行われる自民党
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に入り、議長（浅野支部長）が（ＷＥＢ開催
なので）反対と棄権を求めたところ質問は
ありましたが、賛成多数で可決決定した。

３．支部規約改正特別委員会設置について
　─提案説明：松本幹事長
　最初に支部規約改正について早水総務
委員長からこれまでの経緯を報告しても
らいます。
〈早水委員長〉８月３日浅野支部長から
「支部規約改正」を検討したいとして海老
根・関口・三俣各副支部長、松本幹事長、
そして私（早水）の５名の役員が招集され
ました。第１回の規約改正検討委員会の
形でスタートし、これまで合計５回（毎
回２時間程度）検討委員会を開催しまし
た。現在の「役員選出に関する規約」をも
う一度確認し、考え方や方向性を位置付
けて、改正するポイントを絞り、条文の
素案づくりの段階から支部の及川顧問弁
護士にオブザーバーとして参加いただき、
改正条文案を取りまとめました。全部で
８条で構成されている「役員選出に関す
る規約」の改正案です。検討委員会では
第２条の資格、第４条の委員会の構成、
第８条の選考手続きの３点にポイントを
絞り、検討しましたが、現段階では素案
であって、たたき台的なものとしてご理
解いただきたい（条文と解説は省略）。
　基本的な考え方は、今回の支部長選挙

 この異常事態の中、事業を執行した
くてもできない事情があり、メインであ
る事業活動支出は予算額1,780万円に対
し執行額333万6,057円、差額として
1,446万3,943円、執行率は11月末現在で
18.74％と極めて低い数字になっており
ます。例えば消費者保護推進事業の執行
率はゼロ％に近い。このような状況下で
執行されていることを皆様、ご承知おき
いただければと思います。
　管理費支出は、福利厚生研究費予算額
740万円に対して執行額1万9,398円、執
行率0.26％、新年会等が開催中止となり、
予算執行できない状況です。一般管理費
支出は、予算額1,961万円に対して支出
額974万3,169円、執行率は49.68％にな
っています。10月開催のWeb会議を含め
ると、実質的には50％を超えていると考
えられます。一般管理費は事業費とは異
なり、家賃やその他発送・印刷・通信費
など一定にかかる費用があります。
　今後もこのコロナの状況により事業等
が執行できず予算が残ることが考えられ
ますが本部と確認しながらすすめて参り
ます。

☆

　質疑応答後、審議事項１「令和３年度
千代田中央支部の事業計画大綱（案）」、
２「令和３年度予算（案）について」の採決

I　基本方針
1  　本会は、「宅地建物取引にかかる
一般消費者の利益の保護と宅地及び
建物の流通の円滑化を推進し、公益
の増進に寄与すること」並びに「宅地
建物取引業の適正な運営を確保し、
健全な発達を図るため、会員の指導
及び連絡に関する事務を行うこと」
を目的とした事業を行う。
２ 　これらの目的を達成するため、 
「一般消費者の利益の保護」及び「人
材育成」を柱とした公益目的事業並
びにその他の事業を着実かつ効果的
に実施する。
３ 　事業実施に当たっては、公益財務
三基準適合に配應しつつ、不要不急
の事業の見直しと事務合理化を不断
に行い、財政の健全化に努め、令和 

令和3年度千代田中央支部の事業計画大綱

2 年度より取り組んできた組織・財
政改革を一層進めていく。

４ 　新規会員獲得を図るため、 会を挙
げて入会促進活動に取り組む。

５ 　会の内外からの信頼を確保するた
め引き続き、訓練等の実施による危
機管理対応能力の向上及びコンプラ
イアンスの徹底に努める。

II　個別事項
１ 　宅地建物取引に係る一般消費者の
利益の保護事業（公 I）
　（1）不勧産取引相談の実施
　（2）情報公開機構の研究及び推進
　（3）紛争の防止
　（4）関係官公庁及び諸団体等との連携
　（5） 国政等の健全な運営の確保に資

するための建議献策

2 　宅地及び建物の流通の円滑化を図
るための人材育成事業（公II）
　（1） 宅地建物取引業及び関連法令等

の情報提供
　（2） 宅地建物取引に係る教育研修の

実施
　（3） 宅地建物取引士資格試験事務の

実施

3 　その他事業
　（1）入会促進活動の強化
　（2）関連団体との連携
　（3）福利厚生事業

4 　法人管理事務
　（1）庶務事務
　（2）経理事務

同様に支部の幹事全員で執り行うという形
の考え方で（たたき台として）まとめました。
　今後について、常任幹事会並びに役員
会に上程するためには規約改正検討委員
会ではなく、正式に特別委員会への昇格
が必要と考えます。
〈松本幹事長〉ただいまの早水総務委員長
からの報告に基づき、改正案については
これからさらに煮詰めていく段階になり
ます。特別委員会として正式に発足させ
て、総務委員会の管轄内に位置付けて、
仮称ですが、「支部規約改正特別委員会」
の設置を上程させていただきます。
　本来ならば支部長が支部運営上必要と
認めた特別委員会の設置ですので、支部
長自身が提案説明するのが筋かと思われ
ますが、現在、支部長は議長という立場
ですので、代わりに私から提案という形
をとりました。

☆

　質疑応答では条文の解釈についての質
問や特別委員会に参加したい旨の要望・
意見がありました。
　採決に移り審議事項３「支部規約改正
特別委員会設置について」、反対または
棄権される方の挙手を求めたところ、全
員賛成で可決決定した。
　合わせて、特別委員会の委員の選任は
浅野支部長に一任する旨も承認された。
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令和元年度第 5回成績表  令和2年1月22日㈬
（於：ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー）

令和2年度第 1回成績表  令和2年11月26日㈬
（於：我孫子ゴルフ倶楽部）

順　位 氏　名 アウト イン グロス ネット
優勝 山下　省吾 50 45 95 77
準優勝 大園　公夫 46 43 89 79
３位 玉井大八郎 51 56 107 75
４位 小川　晴子 60 55 115 79
５位 前田　利幸 45 44 89 80
６位 原田　　正 49 45 94 80
７位 山口　美純 49 46 95 83
８位 松田　長俊 46 49 95 84
９位 松井　伸彦 45 51 96 84
10位 坂本　道昭 49 48 97 84

順　位 氏　名 アウト イン グロス ネット
優勝 大園　公夫 43 39 82 69
準優勝 坂本　道昭 43 46 89 72
３位 小川　晴子 54 57 111 72
４位 松井　伸彦 49 43 92 77
５位 佐藤　　浩 51 53 104 77
６位 吉田　剛士 53 54 107 77
７位 瀧川　恵生 46 44 90 78
８位 原田　　正 44 50 94 80
９位 松田　長俊 46 50 96 81
10位 柴岡　康彦 48 49 97 81

千代田中央ゴルフ会 

令和元年度第5回・
令和2年度第1回コンペ

〔令和元年度第5回各賞受賞者（敬称略）〕
◇ベストグロス賞：前田◇シニア賞：優勝＝山下◇ドラコン賞：シニア＝：
古本、高田、ジュニア＝大園、山口、坂本、小川（賢）◇ニアピン賞：大原、
大園x2、松田、小 川（賢）、古本、矢口◇大波賞：須貝◇平行賞：高田◇パー
トナー賞：松田、松井、須貝◇会長賞：古本◇支部長賞：松田。

〔令和2年度第1回各賞受賞者（敬称略）〕
◇ベストグロス賞：大園◇シニア賞：優勝＝坂本◇ドラコン賞：シニア＝坂
本×2、宮田、玉井、ジュニア＝松井、瀧川、脇本×2◇ニアピン賞：大園、吉田、
松田、柴岡、小川（賢）、海老根◇大波賞：齊藤◇平行賞：小川（賢）◇パート
ナー賞：佐藤、柴岡、山下◇会長賞：宮田◇支部長賞：原田。

ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー（令和2年1月22日）
※令和2年度第1回については、密防止のため写真撮影等は中止しました

支部ホームページがリニューアルしました
千代田中央支部のホームページがリニューアルして、より見やすく、使いやすくなりました。
役に立つコンテンツが満載ですので、是非ご活用ください。

https://www.chiyoda-chuo.gr.jp/ スマートフォン、タブレットからは、
こちらのQRからもご覧いただけます。

令和2年度宅建取引士資格試験事務に協力（R2.10.18）

試験本部員・試験監督員の役割こなす
　令和2年度宅地建物取引士資格試験
が令和2年10月18日㈰と12月27日㈰
に実施された。（新型コロナウイルス
感染症対策のため、11都府県で10月
と12月に分けて開催）

　千代田中央支部では10月の試昭和第
一高等学校（文京区本郷1-2-15）で実施
された試験に支部役員らが早朝から試
験実施へ向け準備を整えた。感染症対
策で例年とは異なる状況であったが、

それぞれ試験本部員・試験監督員とし
ての役割をこなした。
　なお、10月実施分の宅建試験申込者
数は204,163名、受験者数は168,989名、
合格者は29,728名（合格率17.6％）。

30　　2020-2021　 　



　千代田中央支部では中央区の要請に基づき、毎月第2、第4火曜日に支部担当委員
会より係員を派遣の上、中央区内在住の高齢者を対象とする民間賃貸住宅への住み
替え相談の支援業務を行っております。
　具体的には右記のフローにより中央区内での高齢者のお住まい（賃貸住宅）の斡
旋をするものですが、高齢者のご入居に際しては、先ずは建物オーナー様のご理解
が不可欠であり、その窓口となる仲介・管理業者様のご協力が絶対条件となります。 

　中央区では住み替え促進にあたり貸主・借主に下記の支援・助成措置を用意して
おります。加盟店としてご協力頂く仲介・管理各社には区からは特段のインセンティブ
（謝礼等）はなく、通常の仲介業務としてお引き受け頂くことになりますが、東京の中
心区部を事業拠点とする当支部にとっても、地域密着型不動産業団体として本住み
替え事業に少なからず支援できればと会員各位のご協力をお願いするものです。 

1. 成約協力金 （成約 1件あたり10万円） 

2. 借家人賠償保険の加入 

3. 緊急通報システムの加入 

詳しくは
こちら 

詳しくは
こちら 

詳しくは
こちら 

【利用対象者の要件】
年齢要件： 65歳以上の1人暮らし、または 65歳以上を含む60歳

以上のみで構成する世帯 

その他要件： 中央区内に引き続き1年以上居住していること、自ら
住み替え住宅を確保することが困難であること、中
央区内の民間賃貸住宅にて自立した日常生活が営め
ること、身元保証人を得られること、家賃等を遅滞
することなく納入できる見込みがあること

つきましては、本事業にご賛同頂き協力店としご加盟頂ける会員様は、以
下に社名、連絡先をご記入の上、支部事務局までご返送下さる様お願い申
し上げます。 

開発・建替え等により住み替え先を
探す高齢者が区に相談

相談員が 希望条件を聞き、 
可能性がある区内住居を探す

ご希望の地域に強い
地元業者を斡旋

中央区高齢者住み替え支援事業協力店ご加盟のお願い

▲中央区高齢者住み替え支援の概要 ▲

1 .貸主への支援（中央区内転居が条件）

あんしん居住制度※ 利用助成（費用の一部を助成）
　※あんしん居住制度 

　　①見守りサービス　②葬儀の実施　③残存家財の片付け

家賃債務保証制度利用助成 
（一財）高齢住宅財団が提供する 

債務保証（家賃・原状回復費）を利用した場合、 

保証料（月額家賃の35%）の1/2助成

2 .借主への支援 3 .貸主／借主への支援

物件の所在地が中央区内であれば、ご斡旋頂く会員の所在地は千代田区・中央区を問いません 

【会員名】

【住所】 

【ご担当者名】  【連絡先】　 電話 　　  　　　　　　　　         　FAX 

【メールアドレス】

千代田中央支部　
FAX：03-3291-3324 　
E-mail： info@chiyoda-chuo.gr.jp 

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/sumai/
shien/jutaku_20090721163543991.html 

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kenko/
gokoreinokata/zaitakushien/koreisyasetai/
sumikae.html 

https://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/sumai/
shien/jutaku_20090721162838895.html 
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令
和
元
年
12
月
度

（1）104247 ジュール㈱ 大里　　学 中、東日本橋2-25-4　サンライズ升和ビル2F 5846-9490

（1）104218 恒昌グローバル㈱ リュウ　フ 中、新富1-3-15　京橋プリズムビル6F 6222-9388

（1）104166 ホースリアルティ㈱ 早野　勝彦 中、銀座4-13-7　銀座山中ビル4F 6264-1162

（1）104216 R･Iインベストメント&コンサルタント㈱ 佐藤　保則 中、銀座4-14-15　サントル銀座504 5580-1280

（1）103888 ㈱サムライ 小堤　明彦 中、八丁堀2-18-2　中原ビル2F 6222-9703

関整特事122 合同会社ARERO46 千、神田美土代町9-1 3518-9200

（8）49771 ㈲メリノ 岩元セツコ 中、日本橋茅場町2-1-11 3808-1311

（1）104296 ㈱Trillions 中村　優美 中、新川1-22-12　ニッテイビル405 6222-9343

（1）104214 合同会社トラストコア 湯座　　聡 千、平河町1-3-6　BIZMARKS麹町504 6403-0642

（1）104286 信和㈱ 王　美娜 千、神田佐久間町2-1　永島ビル9F 5809-3297

（1）100600 リコーリース㈱　本社 瀬川　大介 千、紀尾井町4-1　ニューオータニガーデンコート14F 6204-0623

（2）91894 ㈱タツコハウジング 隈本　健二 中、勝どき3-4-1　リバコート勝どき202 5859-0988 江戸川区支部から
（1）101436 ㈱リプランニングジャパン 池田　和洋 千、丸の内3-3-1　新東京ビル9F 5860-1966 港区支部から
（3）90562 フォーナイン㈱ 大上　浩行 千、隼町3-19清水ビル5F 3221-3035 港区支部から
大（1）8632 ㈱トータルエステート住宅販売　東京支社 大嶋　英次 中、日本橋小舟町8-1ヒューリック小舟町6F 5652-8339 港区支部から

令
和
2
年
1
月
度

（1）104188 ㈱昭文社 黒田　茂夫 千、麹町3-1-7 3556-8158

（1）104115 タカマツハウス㈱ 藤原　元彦 千、神田美土代町1-1　住友商事美土代ビル6F 6625-7417

（1）104364 ㈱天社 神原　文雄 千、一番町2-2　一番町第2TGビル4F 6910-0430

（1）104398 ㈱マッチメーカー 伊勢　晶 千、神田淡路町1-9-5　天翔御茶ノ水ビル510 6260-8059

（1）104221 LC管理㈱ 加藤　将太 千、平河町1-3-6　BIZMARKS麹町612 5716-3667

関整特事126 合同会社ALERO47 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事127 合同会社ALERO48 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事128 合同会社ALERO49 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事129 合同会社ALERO50 千、神田美土代町9-1 3518-9200

国（3）7347 トウショウレックス㈱東京支店 高橋　良基 中、日本橋浜町2-55-7　日本橋パークサイドビル8F 5787-8892 世田谷区支部から
（1）91287 ㈱オフィス･牧野 牧野　知弘 千、有楽町1-9-4　蚕糸会館5F 6450-1718 港区支部から

2
月
度

（1）104426 ㈱ガーニッシュストリーム 佐田　友子 中、日本橋箱崎町27-9　オフィスヴェラ日本橋箱崎123 6821-1485

（1）104427 ㈱アエタ 小田　　累 千、神田錦町1-14-3　ウキガイビル5F 5577-6255

（1）104424 優駿プロパティ㈱ 安藤　駿祐 中、東日本橋1-3-6　LEGACY日本橋102 5899-2275

国（1）8076 ㈱ケイズワン　月島店 藤田　祥吾 中、月島3-13-4　第二石川ビル1.2F 3520-9970

（1）104486 アジア総合建物㈱ 鈴木　孝夫 千、鍛冶町2-3-3　神田中央通ビル3F 5289-3900

（1）101729 ㈱オファーズ 大島吾希洋 千、丸の内1-6-5　丸の内北口ビルディング12F 5962-9355

国（1）9683 ㈱東洋コーポレーション東京営業所 坂田　秀雄 千、九段南3-9-4　エルハイム麹町801 6261-2112

関整特事134 合同会社ALERO51 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事135 合同会社ALERO52 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事136 合同会社ALERO53 千、神田美土代町9-1 3518-9200

関整特事137 合同会社ALERO54 千、神田美土代町9-1 3518-9200

（5）77144 ㈱J-POWERビジネスサービス 中村　　至 中、築地4-6-4 4213-2019 江東区支部から
（1）100661 FRACTALE㈱ 堀江　聡寧 千、霞が関3-5-1　近鉄霞が関ビル4F 5501-4100 港区支部から
（2）95653 デューイ㈱ 堀江　聡寧 千、霞が関3-5-1　近鉄霞が関ビル4F 5501-4110 港区支部から
（1）101690 ㈱グットネス 伊藤　静希 千、神田東松下町28　エクセル神田6F 6659-6789 墨田区支部から

3
月
度

（1）104423 ㈱リレーションズ 渡邉　弘人 千、丸の内3-4-1　新国際ビル526 6259-1162

国（1）9680 ㈱大澤都市開発東京支店 小島　千尋 千、神田北乗物町10-2　日本遠東KPKビル2F 6228-5625

（1）104466 ㈱トライランド･アドバイザーズ 山際　賢次 千、飯田橋4-2-1　岩見ビル7F 6256-8217

（1）104508 永田町不動産㈱ 藤原　秀栄 千、永田町2-17-5　ローレル永田町113 3519-4330

（1）102127 大和PIパートナーズ㈱ 荒木　秀輝 千、丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー 30F 5555-6001

（1）104576 ㈱ユトリノ建築企画 依岡　　猛 千、丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディング4F 6870-7174

（1）104628 未来創造㈱ 小野寺　隆 千、神田三崎町3-1-1　高橋セーフビル1F 6803-1243

（1）104638 Sevenseas&Co㈱ 辰巳　　靖 千、神田紺屋町28　ワタナベラックビル601 4520-8640

（1）104616 プロビデントインベストメント㈱ 森　　帆久 中、日本橋室町1-9-11　山安ビル2F　 3516-3322　
（3）87244 ㈱G･Sカンパニー 平田　　弘 千、内神田1-18-11　東京ロイヤルプラザ509 5577-3397 港区支部から
（2）93618 ㈱共栄 仲西　　成 千、麹町2-12-1　VORT半蔵門8 3842-0101 台東区支部から
（7）60635 ㈱コンセルジュ 鈴木　一隆 中、日本橋馬喰町1-11-7　ライジングビル日本橋6F 5847-7331 品川区支部から
（2）92314 ㈱エムアイカード 中村　隆之 中、晴海1-8-12　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー Z棟12F 6735-2371 新宿区支部から

4
月
度

（1）104570 ㈱西治 神田　　仁 千、九段南3-2-2　九段宝生ビル5F 6272-5067

（1）104651 ㈱U&A 土屋　正輝 中、日本橋浜町2-36-4　五条ビル2F 050-5375-3151

（1）104579 ㈱アセットジェニック 田川　茂昭 千、東神田2-8-11　萬産ビル1F 3865-6525

（1）104678 クロスワンコンサルティング㈱ 宇野　俊郎 中、日本橋人形町1-2-12　WARMLIGHTBLD6F 6683-5125

（1）104637 日本不動産管理㈱ 鷹巣　祐次 千、東神田2-10-13　日本ビル6F 5835-5211

（1）104676 LAWARD㈱ 阿部　　舜 千、神田鍛冶町3-5　一八ビル5F 6206-9581

（1）104703 四季折々㈱ 村上　　塁 千、富士見2-11-3 6256-8230

（1）104211 ㈱信嘉 山城　大季 中、日本橋浜町2-11-2　メゾン日本橋907 6810-7953

（1）104685 ㈱デルフィス 棚田　京一 千、神田淡路町2-101ワテラスタワー 10F 6757-8200

新 入 会 員〔令和元年12月度～令和2年12月度〕　※会員の情報は届出時点のものです。

免許番号 商　　号 代表者 所在地 電話・備考（転入）

〈注〉免許番号欄の「国」は国土交通大臣免許です。
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免許番号 商　　号 代表者 所在地 電話・備考（転入）

4
月
度

国（1）9705 プラチナビット㈱丸の内支店 金保　智也 千、大手町2-2-1　新大手町ビル2F241区 3516-1118

（9）45568 東京不動産センター八丁堀店 滝沢　壽樹 中、八丁堀3-17-13 3531-5777

（1）104755 みずほリロケーション㈱ 石山　勝政 千、神田小川町2-10-3　御茶ノ水ビル2F 6811-7106

（1）104765 Project O㈱ 北村　直之 中、銀座6-14-8　銀座石井ビル406 5456-9563

（1）104747 ㈱KʼSNEXT 木村　和詩 中、新富1-5-5トーア　新富マンション407 3526-2994

（1）104761 ㈱LPP 小林　裕武 千、九段北1-6-6　CLASSICO9-DAN401 6272-6368

5
月
度

（1）104767 ㈱サンスクエア 中山　昴希 中、日本橋2-55-1 1F 6661-9297

国（14）590 ㈱大倉 東京本社 山口　成功 中、銀座 6-16-2　丸高ビル8F 3549-1800

（1）104623 エキスパートオフィス㈱ 大西　紀男 千、内幸町 1-3-1 3504-0030

国（1）9692 ㈱アンビション･エージェンシー　銀座店 山本　哲子 中、銀座2-2-17　龍保険ビル2F 3538-1515

6
月
度

（1）104891 栗山エステイト㈱ 栗山  一彦 中、銀座5-6-14 3572-2626

（1）104714 ㈱レベッカ 栗原  雅之 千、内幸町 1-1-1　帝国ホテルタワー 15F54号室 6206-6295

国（1）9711 ㈱ゼロ不動産管理㈱東京支店 法領田聡明 千、神田須田町 2-6-5　OSʼ85ビル5F 5209-1112

（1）105034 ㈱CVC・TOKYO　　 倉島  好子 中、日本橋浜町3-20-2-1106 5645-5288

（1）104915 ㈱麹町不動産研究所 大川  勝宏 千、麹町 3-5-8　麹町センタービル 302号 6261-1358

（1）104920 鉄建プロパティーズ㈱ 栁下  哲 千、神田 三崎町2-5-3　鉄建ビル 3221-2139

（1）104798 バンク･オブ･テック㈱ 山野  弘司 中、日本橋本町 4-12-11 5847-7001

（1）99666 エタノールキャピタル㈱ 白戸  敏行 千、永田町 2-14-3　東京不動産赤坂ビル3F 6459-1336港区支部から
（1）103872 エルイーデザイン㈱ 佐藤  真一 千、神田 須田町 1-5　村山ビル8F 6384-0571港区支部から
（2）95806 インクリース･プランニング㈱ 須佐  健 千、紀尾井町 4-1ニューオータニ･ガーデンタワービジネスコー 9F2924号室 5357-1105港区支部から
国（3）7394 福田道路㈱東京本店 山本  良司 千、一番町6相模屋本社ビル 6268-9217新宿区支部から

7
月
度

（1）104928 職場環境研究㈱ 石川  美和 中、新川2-20-7  TOKOHビル2F 6852-8890

（4）82569 ㈱Real SQUARE 筒井  年彦 中、銀座 6-5-17　銀座みゆき館ビル7F 6264-5214

（1）104932 ㈱LDK 玉田  敦士 中、築地 1-5-8　樋泉ビル5F 6228-4933

（3）88970 ㈱ジェイ･ウィル･パートナーズ　　 佐藤  雅典 千、有楽町1-7-1　有楽町電気ビルヂング北館15F 6266-5810

（1）105038 ㈱RESTEC 畑下  俊介 千、神田小川町 1-1-15　D&F御茶ノ水ビル 6F 6273-7307

（1）104894 ㈱マイナビ 中川  信行 千、一ツ橋 1-1-1　パレスサイドビル2F 6267-4000

国（1）9732 丸田産業㈱東京支店 阿部  祐一 中、日本橋横山町 2-3 3662-7581

（1）105046 ㈱Hyperion Tokyo 鈴木  勝彦 千、丸の内 2-2-1　岸本ビルヂング6F 4590-0297

（1）104983 ㈱DAICHI 西原  大地 千、内神田1-7-6　北大手町ビル4F 5281-0210

（1）105075 ㈱ナブラ 登坂  忠司 千、岩本町 3-11-8-203 6822-5222

（13）21729 ナカノ・ケン不動産㈲ 神原  弘道 中、築地4-4-15　東銀座ロイアルハイツ502号室 6278-8414 港区支部から
（1）103753 ㈱LANDSCOOP 芳賀 建郎 中、日本橋2-16-6　アーバンゲート日本橋8階 5202-7233 港区支部から
国（4）6973 ㈱Myアセット 日本橋二丁目店 原  晃太 中、日本橋2-10-8　日本橋日光ビル8F 6262-5198 新宿区支部から

8
月
度

（1）105070 ㈱Tʼsフィールド 杉野森裕子 千、神田三崎町2-2-13　八千代ビル4F 6910-0241

（1）105116 菅不動産㈱ 菅  賢太郎 千、麹町 3-5-8　麹町センタービル8階802号室 6910-0892

国（1）9745 羽衣興商㈱東京営業所　　 上田  晴久 中、銀座8-10-8　銀座8丁目ビル10番ビル8F 3572-8812

（1）104986 ㈱新シーワン 沖  広美 中、日本橋小網町 6-1 5641-6511

（1）105143 ㈱Keyvest Japan 明  天雨 中、築地 2-1-6　STRADAGINZAEAST8F 6264-1394

（1）105011 三谷㈱ 三谷  明子 千、西神田 3-8-1　千代田ファーストビル東館7階 3514-6095

（1）105036 ㈱武蔵工務店 明本  真吾 千、飯田橋 3-9　千代田VERDAビル4F 3556-5060

（1）104966 ㈱ジェイ･ウィル･アセットマネジメント 門野  浩基 千、有楽町1-7-1　有楽町電気ビルヂング北館15階 6266-5839

（1）105178 ㈱WIプロパティーズ 渡部  進 千、飯田橋 1-12-1　Daieishaビル6F 3239-3902

（1）104955 ㈱心不動産 西尾　有司 中、八重洲1-5-9八重洲アメレックスビル8階 5201-2405

（1）100600 リコーリース㈱ 中村  德晴 千、紀尾井町4-1　ニューオータニタガーデンコート14F 6204-0623 江東区支部から
（1）99030 ブルーライン㈱ 笹原 敏弘 中、新川2-1-1　ブルーラインビルディング5F 5646-4775 江東区支部から
（1）101715 ㈲公吟 佐野  公英 千、神田駿河台2-1-19　アルベルゴ御茶ノ水1013号 6811-7892 文京区支部から
（4）83409 ㈱びいとる 池田 正嗣 千、内神田1-18-11-308 6262-9881 江戸川区支部から

9
月
度

（1）105172 長谷川事務所 長谷川裕雅 千、永田町2-9-8　パレ・ロワイヤル永田町706 5532-1112

（1）105235 ㈱APEX 北川  健次 千、神田駿河台 2-1-19　アルベルコお茶の水811号 6811-0588

（1）105151 ㈱Vコンサル　 野澤  周永 中、築地1-12-22　コンワビル1F 6231-0200

（1）105246 ㈱PLESANT 日下部健太 中、日本橋 1-2-10　東洋ビル505号室 6225-2844

（1）105234 スマイルエステート㈱ 木川  達夫 千、神田司町 2-14　稲垣司町ビル2階 3527-1850

国（1）9578 ㈱地仙 東京支店 山川  健一 千、神田錦町 1-4-11 5282-1310

（1）105287 ㈱リベラ 山路  英博 中、東日本橋 2-28-4　日本橋CETビル4F 6271-0101

（1）105261 湊トラストマネジメント㈱ 柿沼  真理 中、湊2-7-1-701　GREENPARK中央湊 6822-5795

（1）105251 ㈱タイムワールド 加藤  孝文 中、八重洲 1-7-17　八重洲ロータリービル9F 5574-8883

（2）96944 ㈱Vision 秋葉原店 谷口　敬太 千、外神田4-5-8　松孝商事ビル10F 5207-5055

（1）105291 東京ガスリノベーション㈱神田事業所 脇屋  洋生 千、神田錦町2-11-1　TG安田ビル4F 3291-0642

（1）105082 ㈱HVO 江藤  聡 千、五番町5-6　ビラカーサ五番町907号 3263-5838

（1）105226 丸の内土地建物㈱ 瓦  与武 千、大手町1-6-1　B105 5962-9757

関整特事102 CJ合同会社 千、神田美士町9-1 3518-9200

国（3）7144 Apaman Property㈱八重洲店 渡部  敏満 中、京橋1-1-5　セントラルビル1階 3231-8065

（4）83393 ㈱サンケイ 早見  一貴 千、内神田1-18-11 5280-1555 港区支部から
（3）85465 ㈱トラスト&フォーサイト 立川  久雄 千、平河町1-7-15　柳下フラッツ3F 6453-6040 港区支部から
（1）101981 （一社）不動産価値創造支援機構 生田目 裕 千、外神田6-11-14-300号 5812-7721 台東区支部から
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この「新入会員」名簿の取り扱い・管理は、個人情報保護法をご留意のうえ、十分ご注意いただきますようお願いいたします。

免許番号 商　　号 代表者 所在地 電話・備考（転入）

10
月
度

（1）105231 HMC Fin Tech㈱ 森 桂一 中、京橋3-12-6 5579-5737

（1）105349 東昇恒産㈱ 澤谷 孝志 中、新富 1-19-5 6314-2476

（1）105322 Global Best㈱　 大山 隆一 中、日本橋小網町8-2-808 5776-2678

（1）105370 ㈱ヒロマスホールディングス 金 南亨 千、内神田 2-2-6　田中ビル6F 4578-8895

（1）105382 （同）小田野事務所 小田野善一 中、銀座 5-14-16　銀座アビタシオン803 6264-7310

（1）105414 ㈱パシフィック･キャピタル･マネジメント 松尾 大輔 千、二番町 9-3　THEBASE麹町W-217号室 5776-2704

国（1）9709 HiltonGrandVacations（同）日比谷バケーション･ギャラリー 長野 智子 千、有楽町 1-5-1　日比谷マリンビル9階 6699-8200

（1）105437 ㈱タイシハウス 二見 大志 千、神田和泉町2-18　美倉ビル502 5687-6855

国（4）6818 ㈱トイランド 東京支店 栁井 邦宜 中、日本橋3-8-10　島崎ビル4F 3548-2728

国（11）2870 植松不動産㈱東京支店 星野 明彦 千、神田東松下町41-2 3256-7676

（7）59980 ㈱アップル東京 須永真貴子 中、八重洲1-3-7　八重洲ファーストフィナンシャルビル13F 6870-2571新宿区支部から
国（1）9309 ロンテール㈱ 東京支店 手島大二郎 千、九段北1-9-5　朝日九段マンション219号 6273-9714新宿区支部から
（2）97610 ㈱ライブラボ 森嶋 雄大 千、神田錦町2-2-1 6374-9617目黒区支部から
国（1）6339 アルフレッササプライサービス㈱ 堀越 広 千、内神田1-12-1 3518-8730荒川区支部から

11
月
度

（1）105493 ㈱プリオール 村越 義明 千、東神田3-5-1　ダイヤパレス東神田Ⅱ301号室 5829-3865

（1）105503 ㈱SPCコンシューママーケティング 古家 諭 千、平河町 1-3-6　BIZMARKS麹町5F 6403-0753

（1）105534 ㈱マルナカ不動産 中西 正則 千、鍛冶町2-7-10　中西ビル4階 3252-4966

（1）105521 プライムパートナー㈱ 國分 恭兵 千、大番町 11-7-2 6261-6268

国（1）9783 東北不動産販売㈱東京支店 原田 剛 中、日本橋兜町 9-5-816 6261-3115

（1）105556 ㈱スリーワンコンサルティング 二宮 康行 中、日本橋小網町 8-2　BIZMARKS日本橋茅場町608 5776-2578

国（15）342 ㈱オオバ 東京支店 一條 岳 千、神田錦糸町3-7-1　興和一橋ビル 5931-5888

国（14）1105 ㈱守谷商会 東京支店 吉澤 正博 千、岩本町2-3-3　ザイマックス岩本町ビル4階 6858-3222

国（4）7098 高野不動産㈱東京支店 矢島 広之 千、霞が関3-2-5　霞が関ビルディング5FM-FIELD霞が関14号 4334-8112

（1）105445 東京エステート㈱ 伊藤 晴之 千、鍛冶町2-10-9　みかもビル3階 6384-0033

（1）105564 ㈱ECO家 清水 睦雄 千、一番町13-2　一番町KSKビル3階 5357-1463

（1）105460 ㈱TSK 田崎 岳人 中、築地4-3-4　リッツ銀座3A 6264-1225

国（13）1255 ㈱デザインアーク 東京支店 小島 広之 千、飯田橋2-18-2 5214-2371

（1）105466 ㈱ナッツ 上路 正一 中、日本橋堀留町1-6-3-102　パレドール日本橋 6206-2826

（1）99139 アーキテクツ･スタジオ･ジャパン㈱ 丸山 雄平 千、丸の内3-4-2　新日石ビル1階 6206-3159 港区支部から
（1）102414 ㈱SKY MANAGEMENT 小松 公平 千、二番町1　番町ハイム513号 6380-6296 新宿区支部から
（3）87258 ㈱アクトネット 小倉 修一 千、丸の内2-2-1　岸本ビルヂング6F 050-5491-3244 新宿区支部から

12
月
度

（1）105601 ボヌールトゥジュール（同） 福原 広士 千、麹町4-5-20　KSビル8階802号室 6867-1627

（1）105526 ㈱ライズ 番場由理子 千、神田小川町 3-11-2　インペリアルお茶の水226号室 6886-2740

（1）105532 ㈱リアルエステート半蔵門　 栢本 泰弘 千、麹町1-6-3　クレール麹町602号 6380-8250

（3）91724 ㈱ケイエムホールディングス 小出 直樹 千、内幸町1-3-1　幸ビルディング9階810号室 6268-8008 港区支部から
（1）103533 リアルアドバイザーズ㈱ 竹内　登 中、銀座6-3-18　La・La・GrandeGINZA4階 5962-8767 港区支部から
（1）103837 U&I㈱ 大巻　光 中、湊2-11-8　銀座イースト3F 050-5329-6146 江戸川区支部から

▼建造キャピタル㈱（レオナード･ヨハネス）▼㈱ザ･ハウス
（並木正幸）▼森和エナジー㈱（森田政敏）▼日真不動産㈱
（三俣啓一）▼㈲福利久（加藤久喜）▼建造キャピタル㈱（レ
オナード･ヨハネス）▼㈱エステートジャパン東京支店（三
上隆）▼㈱大本組東京支店（監物昭夫）=以上令和元年12月
度。
▼㈱アディス（大石裕樹）▼合同会社ALERO31▼商業施設
開発㈱（福島功）▼ベンチャーサポート不動産㈱（内田和
希）▼㈱エフ･アイ興産（坂井秀信）=以上令和2年1月度。
▼㈱AIKジャパンコーポレーション（黒瀬啓介）▼北の丸地
所㈱（瀧澤信）▼㈱ケーアイエステート（川倉和也）▼鈴エ
ステート㈱（鈴木孝夫）▼㈲ブランニュー･クリエイト（加
藤直美）▼フロンティア･エステート㈱ 東京支店（小杉秀
樹）▼大樹グリーンサポート㈱（三谷光男）▼㈱パシフィッ
ク総合開発研究所（諏訪徹）▼㈱Future Box（田村裕史）▼
㈱VIVERE（板橋亨）▼㈱PRESTIGE（片山貴雄）▼㈱リバ
ティ（山岡聡太）=以上2月度。
▼木福不動産㈲（福田日登司）▼日本開発興産㈱（町田義
明）▼日本企画㈱（鷹巣祐次）▼光ハウジング（加納久光）▼
㈱マルス（保手浜洋介）▼㈱ライフ（菅野孝浩）▼㈱サン
ヨーーホーム東京支店（島田信市）▼ソニー不動産㈱銀座
第二オフィス（望月弘）▼LITパートナーズ㈱（大平透）▼㈱
JVRDリアルエステート（富田勝宏）▼㈱ビーライン（長谷川
一樹）▼クラケンコーポレーション㈱（三浦一郎）▼ハイト
ス土地建物㈱（藤原修司）▼㈱信誠アセットマネジメント
（大島力也）▼㈱Regrace（増井奈保）▼㈱いぶきエステー
ト東京支店（中村望）▼㈱ツーファイブエステート（金子栄
基）▼㈲ハウジング創建（佐藤英男）=以上3月度。
▼NGK㈱（山田豊司）▼㈱ジェイ･ウィル･アドバンス（丹治
朋之）▼日本橋アセットコンサルタント（皆藤一郎）▼レ
ミー㈱（望月麻文）=以上4月度。

合同会社 ALERO32▼㈱ビルケアビジネス（伊藤學）▼㈱ト
ラスト建物管理（鈴木一隆）▼㈱ヤクシン（佐藤利信）▼合
同会社 ALERO3▼㈲イーアンドエフプロパティマネジメ
ント（倉持伸司）▼㈱ブレイン（向後  志乃）▼神田トラスト
不動産㈱（楊 煥明）=以上5月度。
▼菱和㈱（原  潔）▼貸ビル企画㈱（金井勝一）▼Star 
Jasper㈱（安井  朱美）▼㈱EYS-STYLE（吉岡  秀和）▼㈱
WEST WOOD（栗秋  景介）▼中栄不動産㈱（須賀 裕一郎）
▼㈱ベルテックス 秋葉原支店（金田真明）▼トウショウ
レックス㈱ 東京支店（高橋良基）▼㈱MiKi U Ginza（末岡  
美樹）▼旭建設㈱（小林  隼）▼㈱UNIes（波多野 晃礼）▼中
銀エステート㈱（砂川  仁成）▼PMCアセットマネジメント
㈱（蔡  欣昀）▼㈱URリンケージ（渡邊  輝明）▼㈱NINAU
（岩永  健）=以上6月度。
▼エム・ケイ・ワン㈱（森下  恵子）▼合同会社 ALERO34 
▼㈱ウッドフレンズ 東京支店（霞  美奈）▼㈱クリアス・
ジャパン（加藤  寛）▼北翔建設㈱（佐藤  貴志）▼㈱アルテ
ミス（武井 豊）▼INTEREST㈱（正井 一郎）▼㈱アクロス
コーポレーション 東京オフィス（本城  舞）▼TEN合同会社
（鈴木 善行）▼㈱トラストクリエーション（松原  弘和）▼㈱
セブンコンチネンツグループ（東山 正美）▼㈱トウキョウ
エクイティー （常泉 勝利）▼㈱ASSET FORCE 
PARTNERS（大畑 龍太郎）=以上7月度。
▼㈱ONODERA LIFE SUPPORT（小野寺 勇司）▼合同会社 
ALERO37▼スターホーム㈱（成澤  典昭）▼㈱ジャパン
ルームズ（李  亜東）▼トーク・パル㈱（加藤 隆夫）▼ウィン
トレーディング㈱（小川 哲男）▼㈱クオリティー（山崎 美
智子）▼リコーリース㈱ 本社（中村  徳晴）▼㈱ジー・ゲー
ト（佐藤  宏明）▼㈱アドロス（加藤  寛）▼㈱日経アセットリ
サーチ（伊豆田 昭一）▼㈱リゼスト（曽根  英夫）▼㈱コンセ
ルジュ（鈴木 一隆）▼㈱ライジングトラスト（鈴木 一隆）
▼リボンヒル合同会社（糸山  シャノン）▼One To One 

Advisors㈱ （矢口 正樹）▼オレンジハウス㈱（岩楯  良一）
=以上8月度。
▼㈱アトリウムエージェント（壇上 修）▼合同会社 
ALERO39▼東京ガスリモデリング㈱（藤本  正之）▼コンチ
ネンタルエステート㈱（小川  功）▼㈱知力（菅原  優香）▼
㈱トラスト賃貸管理（鈴木 一隆）▼㈱ライジングパート
ナー（鈴木 一隆）▼㈱奥住マネジメント研究所（小野原 雪
雄）▼プロマネックス㈱（石垣 千広）=以上9月度。
▼銀座丸八㈱（松澤 芳邦）▼タキトミビルディング㈱（瀧 
常二）▼ヴェロックス･パートナーズ･リミテッド（友松 正
幸）▼合同会社 ALERO33▼合同会社 ALERO36▼㈱コモン
ドライブ（有馬 三千男）▼みずほリロケーション㈱（石山 勝
政）▼ダイヤモンドエンタテインメント㈱（清水 永浩）▼㈱
瑞帆（孫 彬）▼㈱アパマンショップリーシング本店（新城 
正明）▼㈱アパマンショップリーシング八重洲店（渡部 敏
満）▼㈱Rstyle（揚松 辰彦）▼秋山新総合企画㈱（秋山 勇）
▼テイト商事㈱（青柳 徹）▼㈱ケイミックスホールディン
グス（橋本 有康）▼㈱吉屋不動産㈱東京支店（棚岡 璃紗）=
以上10月度。
▼㈱柳澤商事（柳澤 武志）▼㈱先進興産（早乙女 潤）▼㈱日
本ライフアシスト（吉川 義次）▼㈱サン・アクトレス（長田 
昭二）▼アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱東京CELL
（穴澤 英顕）▼㈱コヤノ（櫻井 敬一）▼㈱ワイ・ティ・シー
（福山 真広）▼㈱みらいオフィス（相馬 淳二）▼㈱日貿信
（小林 卓）▼未来創造㈱（小野寺 隆）=以上11月度。
▼㈱はやぶさトラスト（日下 隆史）▼㈱シンセイ・リテー
ル（兒嶋 伸二）▼三菱ケミカルエンジニアリング㈱（佐久間 
良介）▼㈱インターナショナル･ビジネス･サービス（徳田 
虎雄）▼㈱OHリアルエステート･マネジメント（福岡 良
介）▼㈱ポンドフィールド（池田 圭助）▼㈱住宅王（仙波 尚
展

退 会 者〔令和元年12月度～ 2年12月度（転出含む）、カッコ内は代表者（敬称略）〕
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▲

 情報副委員長  菅沼 千香子
　4月、5月の緊急事態宣言の期間中店舗での営業を見合わせテ
レワークに取り組みました。元より少人数で運営していましたの
で各種のリモートワークは取り入れていましたが、長期間店舗を
完全に閉鎖してのテレワークはもちろん初めてでした。必要に迫
られてのことですが、よいチャンスととらえ取り組みました。

 具体的には①電話のスマホ転送、②パソコンのリモート操作、
③複合機FAXデータのリモート受発信 といったころです。管理
業務においては必要最小限のことは対応できたと感じています。
新規の営業業務はこれからの課題です。各社からスマートキー、
スマート申込（保証会社含む）も出そろいシステムを構築している
ところです。
　2カ月にわたる緊急事態宣言の期
間中、滞在していた那覇市のビル
の塔屋の誇らしげなハトマークに
心を奪われました。毎日の散歩途
中にみかけるハトマークはコロナ
禍の間、癒してくれました。開業
して20年このハトマークおかげで
自分の想いに添って、自由に仕事
ができることに感謝をしています。

▲

 情報委員   鈴木 重之
　青く高く澄み渡った小春日和、特別名勝・特別史跡、都立文化
財 9庭園の一つ、浜離宮恩賜庭園を訪れました。その名称から、
長く所在は港区であると思い込んでいましたが、住所は中央区浜
離宮庭園1-1、当支部の管内です。
　「江戸の潮風そよぐ浜御殿」がキャッチコピー。徳川家の鷹狩場、
皇室の離宮を経て昭和20年11月 3日に東京都に下賜されました。
　入り口を入るといまなお堂々たる姿を誇る「三百年の松」がお出
迎え。広い園内には東京湾から海水を引き入れた「潮入（しおい
り）の池」や、焼失した当時の建物を匠の技を用いて復元した4つ
の茶屋など、往時をしのばせる景色がよみがえります。
　園内は、ここが東京かと思うほどの緑が一面に。借景を見渡す
と、眼前に晴海のオリンピック選手村、背後に聳える汐留のビル
群に挟まれつつも、大都会東京にいることを忘れさせるほど目に
青葉が優しく輝きます。

 水上バスにて、浅草や日の出桟橋からもアクセス可能なため、
東京観光の目玉ルートでしたが、残念ながらここにもコロナ禍の
影響が。早い終息が
待ち望まれます。

▲

 情報委員長  大森 英央
　金沢に出張に行ってきました。北陸新幹線が開通し、小松空港
からも高速バスで市内まで40分とアクセスも良く、北陸では元
気のある地方都市の一つと思います。
　兼六園、金沢城、近江町市場、ひがし茶屋街等の観光地がコン
パクトに位置しています。少し足を延ばせば能登半島、世界遺産
の白川郷などもあり魅力たっぷりです。グルメは、今回はランチ
で金沢カレー、夜は近江町市場で、のどぐろの寿司にて舌鼓をう
ち、その後はまっすぐホテルに戻
り部屋で寂しくビールを飲んでい
ました。
　街中は人の往来も少なくひっそ
りした感じで、夜の街も閉まって
いる店が多いようでした。
　現在の状況のなかでは、観光や
グルメ等を心から楽しめませんが、
状況が回復したあとに、またゆっ
くりとプライベートで訪れたいと
考えています。

▲
 情報副委員長  瀧川 恵生
　令和 2年 4月 7日一度目の緊急事態宣言が発令されました。
　感染の恐怖におびえ街は静まりかえり。私は行き場を失いまし
た。会社でビールを飲みながらnetflix、amazonで映画やドラマ
を観て過ごしていましたが直ぐに飽きてしまい、たまには家で食
事するかと帰ってみると学校も休みで子供達も暇そう。私が
youtubeでゴルフを観ていると長女（小 6）がゴルフやってみた
いと言い出し。これはラッキー（外
に出れる～、暇つぶしになる～）と
思い。早速スマホで練習場が営業し
ているか確認してみると自粛中（そ
うですよね…）早くコロナ終息して
くれ～ 。

 その後、長女が本当にゴルフを始
め週 2回の練習を重ねてついに１月
にゴルフ場デビューしました☆彡 

　スコアは彼女の名誉の為に内緒に
しておきます(^^;

 皆様もそうかも知れませんが、私はこのコロナで価値観が変
わりました。 仕事を失った人、店や会社を閉めた人、家を無く
した人、大事な家族や友人を失った人、日々の食事にも困る人。
色々です。私の友人も店を閉めました。大変です。話を聞く以外
何もしてあげられませんが…。
　せめてコロナで経験し感じた事を今後の仕事や生活に生かして
いかなければと思っています。

編 集 後 記

金沢駅東口“鼓門”

那覇市内でみかけたハトマーク

汐入の池と中島の御茶屋、
汐留のビル群を借景に

ゴルフ場デビューの長女
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（本文は16ページ掲載）

のまちのまち私私memory of my town

新富、湊 界隈（中央区）

【第17回】

小川 晴子氏  三富住販㈱（中央区新川2-21-16）

第 9回通常総会
浅野達哉支部長を三選　
2019年度  防災関連視察 第 3弾
福島復興・防災視察研修会
東日本大震災から 10年 福島復興の今を視察
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歌川広重の『名所江戸百景 鉄砲洲稲荷橋湊神社』
（安政4年）

銅板貼り建築がいまも残される

南高橋。現在道路として使われている鉄製のトラス橋
では都内最古で中央区民有形文化財に指定されている

鐡砲洲稲荷神社

鉄砲洲富士。中央区に唯一残った富士塚、
高さは約6m

力石。江戸時代、河岸地に働く人々の間
で、力競べは盛んに行われていた

桜川屋上公園。
桜橋下水ポンプ場（写
真下）上部に造られた
人工地盤上の公園

三代目歌川広重『東京名所之内第一の劇場新富座』

新富座の跡地には
現在、京橋税務署
と東京都中央都税
事務所になってい
る




