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社団法人 岩手県宅地建物取引業協会
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岩手地方本部

会
県

協

手

岩

宅建いわて●2012年４月

vol.

社団
法人

イーハトーヴ 104

宅地

建物取

引

業

目次

2012.

4.

Vol.104

表紙…………………………………………………………………………… 1
目次…………………………………………………………………………… 2
「反社会的勢力データベース」を構築・運用開始… …………………… 3
東日本大震災 復興へ向けて③…………………………………………… ４
東日本大震災における ｢災害協定｣ の民間賃貸住宅の媒介業務状況… ５
トラブルから学ぶこと－不動産取引の紛争事例－……………………… ６
あなたの町の宅建協会レポート－支部活動報告－……………………… ８
こめんとバトンタッチ……………………………………………………… 11
Ｐａｒａｄａｉｓｅ Ｉｗａｔｅ File No.01… ……………………… 12
かけ橋 Ver.6「平成遠野物語シリーズ」
… ……………………………… 14
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ… ………………………………………………… 16
宅建いわての活動－協会の動き－………………………………………… 20
ニューフェイス……………………………………………………………… 21
変更等・廃業等・会員数状況・支店増設・レインズ利用実績………… 22
プレゼントクイズ・読者の窓・編集の窓………………………………… 23

〔表紙〕作者より一言
春よ来い

早く来い

岩手の春は遅い
だけど必ず春はやって来る
満開の桜を想い
春を待つ
春よ来い

早く来い

ハトのマークについて

招き猫よ

どうか一日も早く

このハトのマークは、全宅連系47都
道府県協会のシンボルマークです。2羽
の鳩は、「会員業者と一般消費者の信
頼と繁栄」を意味しています。また、
使用されている色については、赤色は
「太陽」を、緑色は「大地」を、そして
白色は「取引の公正」を表しています。

本当の春を････

皆川正幸（みなかわ まさゆき）
昭和 38 年 2 月 12 日生れ 岩手県岩泉町在住
㈱学生援護会ａｎ（アルバイトニュース）のイラスト
レーター、漫画家あだち充氏のアシスタントを経験
したほか、講談社コミックボンボン「カッピー」を
4 年間連載。
平成 19 年岩泉町へ帰省

不動産の取引は安心のハトマークのお店へ！

不動
情報 産
が検
でき 索
る

夢が広がる不動産ネットワーク

http://www.iwate-takken.or.jp/
または

岩手県宅建協会

検索

ハトマークサイト岩手は、協会の会員が一般消費者の皆さま方にインターネットを利用して物件情報を公開しているサイトですので、ぜひご覧ください。

タイトル「イーハトーヴ」の由来
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イーハトーヴとは、
「岩手」
（歴史的仮名遣で「いはて」
）をもじって作られた
宮沢賢治による造語で、賢治の心象世界中にある理想郷を指す言葉。
（フリー百科事典「ウィキペディア（wikipedia）
」より）
全国に「岩手」をアピールできる「イーハトーヴ」をこの情報誌のタイトルと
しました。

「反社会的勢力データベース」を構築・運用開始
暴力団等反社会的勢力の排除につきましては、昨年 10 月をもって、47 すべての都道府県において「暴力団排除条例」が制定され
施行されました。
暴力団を含む反社会的勢力を不動産取引から排除するためには、契約の相手方が反社会的勢力であるか否かを契約前にいかに
チェックするかが実務上の大きなポイントとなります。
現状の宅建業法では、宅建業者に取引の相手方が反社会的勢力かどうかの積極的な調査義務を課してはいませんが、今回全国
で制定された暴力団排除条例には、宅建業者にも一定の責務（契約解除条項の導入等、一定の助言責務）が明記されており、取引
の相手方が反社会的勢力か否かを契約前にチェックすることが社会的にも求められています。
そこで、全宅連を含む不動産業界 5 団体では、契約前に取引の相手方が反社会的勢力であるか否かを確認するための支援ツール
として、
「不動産業反社データベース」を構築し、平成 24 年 3 月 1 日から運用を開始しました。
このデータベースには、平成 20 年 8 月以降全国紙に掲載された逮捕・検挙歴が蓄積されており、取引の相手方がデータベースの
該当者である場合には、
「反社会的勢力である可能性がある」ものとして、最終的に警察に情報提供を求める際の、有力な資料とな
ります。
データベースの利用方法は 3 月の情報誌に同封しておりますのでご覧ください。

取引の相手方が反社会的勢力か否かの事前（契約前）チェック

全体フロー図

ステップ①
自助

＝宅建業者自らでチェック 例えば以下のようなチェックポイントで確認

反社会的勢力ではないと判断できる者
①
②
③

地元住民や継続取引相手等で既知の者
住宅の買換え取得の者（資金源が明白）
取得者本人名義でのローン利用者（金融機関でのチェック
を受けている）
④ 勤務先が明白である（勤務先が反社会的勢力ではない）
ア 官公庁職員、上場企業（子会社等これに準ずる会社を
含む）の従業員
イ 勤務先への連絡が容易であり、不審な点のない者

以下のいずれかに該当する場合は反社会的勢力の疑いがある
①

ローン利用者のうち、借入名義が本人ではない者（家族名
義も本人ではない）
② 勤務先に不審な点がある者

（勤務先の登記事項証明書を取得し、役員・業務実態等を
確認すること）
③ 即金での購入者（資金源を確認すること）
④ 収入との対比において不相応な物件購入を希望している者
（資金源を確認すること）
⑤ 日常業務の中で収集した情報によって反社会的勢力では
ないかどうかが疑われる者
（新聞・テレビ・近隣からの情報、業界情報等）
⑥ インターネットによる検索で逮捕履歴等が簡単に判明す
る者
⑦ 引越時の状況に不審な点があった者
（手伝者、挨拶状況、不釣り合いな工作物の設置等）
⑧ 居住状況に不審な点がある者
（出入りする者、柵・防犯カメラの設置、近隣の評判等）
⑨ 不合理な要求、強要を行う者

ステップ②
共助

＝不動産5団体で構築した「不動産業反社データベース」
（犯罪歴・検挙歴のデータ）でチェック
照会結果を報告

会員
（照会者）

照会窓口
所定の照会用紙で
依頼（メール）

岩手県
宅建協会

照会者が会員であるこ
とを確認のうえ照会事
項を転送

データベース保管機関
㈶不動産流通近代化センター

ステップ③
公助

＝都道府県警察署に確認

●ステップ①②によって得られた「相手方が反社会的勢力の疑いがある」ことを示す資料を示すこと
●当該契約書に「反社排除に関するモデル条項」を導入していること
以上の2つの要件を満たせば警察より、情報が提供されます。
（警察により運用が異なる場合あり）
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東日本大震災 復興へ向けて③

〜がんばろう岩手〜
「復興への道」
久慈支部 ㈲リアス土地

片岸 健一
平成 23 年 3 月 11 日

と思われます。さらに三陸鉄道北リアス線は久慈駅から

に発生した巨大地震に

陸中野田駅間は幸いにも震災後数日で運行し、今後はそ

よる東日本大震災から

の先の田野畑駅までの 4 月再開に向けまさに住民の足と

１年が過ぎました。

して活用される事と思います。

ライフラインを断た

道路、鉄道の整備に伴い津波対策を盛り込んだ災害に

れ緊迫した日々は今で

強い街作りにも期待するところです。ただ、残念な事に

も忘れる事がなく、い

マスコミでも報道されている「がれき処理」については

まだ余震が続き予断を許さない毎日ですが、そんな中で

全国の自治体に協力を頂き是非引き受けて頂きたいもの

も全国からの温かいご支援により復旧は着実に進んでお

です。

ります。

最後になりました

まずは復興道路とも言うべき「三陸沿岸道路」の用地

が、被災された皆様

巾を示す中心くい設置式が 2 月 19 日に久慈市長内町の

方の希望のある復興

整備予定地で行なわれ、一日も早い完成が望まれるとこ

を心からお祈り申し

ろです。

上げます。

又、JR 八戸線は 3 月 17 日の全線再開となり活気づく

「復興への課題」
沿岸支部 ㈲コパエース

野田 忠幸

震災の被害を受けられた会員の皆様に対し、紙上を借
りて心よりお見舞い申し上げます。

ようになってきました。
市内に被災しながらも残った建物の解体作業は、木造

我社が管理させて頂いているアパートの何軒かが、や

建物はほとんどが終わり、今は鉄筋・鉄骨の建物の撤去

はり津波の被害に遭いましたが、最近「補修して再開し

に着手しています。これが終わると、街を形作っていた

たい」という嬉しいお知らせもあります。

建物の多くが無くなり、殺風景さが一段と増すことにな

しかしながら、この春、転勤者のアパートが満足に確
保出来ないであろうという深刻な問題が目前に迫ってい
ますが、何ら有効な手段が見つかりません。
街では仮設店舗での営業が始り、買い物に出てくる市
民が声を掛け合ったりし、少しずつながら活気が出て来

ります。そのときに復興の心が折れないかと私自身不安
でなりません。
土地価格については、何とか高騰を抑えようと会員も
一所懸命ですが、押さえきれない状態になりつつあると
いうのが正直な所です。

ているように感じます。又、暗くて足下が見えず、陥没

これからも、二重ローンの問題、相続、破産と多くの

や地盤沈下も重なって夜の街を歩くことはかなり勇気の

問題が表面化してくると思われます。不動産業者として

いることでしたが、市内のあちこちで飲食店が夜の灯り

少しでも市民の力になれるよう一層の精進が求められて

をつけ始め、街灯は少ないものの、ようやく夜も歩ける

いると覚悟しています。
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「東日本大震災から1 年を迎えて」
気仙支部 ㈲佐藤不動産

佐藤善次郎
あっという間の１

ません。本当に有り難うございます。

年でした。

今、市・県では復興に向け全力で取り組んで居ります。

昨 年 の 3 月 11 日

余りの被害の大きさに、復興を何から手を掛ければ良い

誰があれほどの大

のやら、手の施しようが無いのが実状のようです。でも

津波を予想できたで

一歩一歩前進し仮設店舗、仮設作業所も日増しに増えて

しょう。被害は筆舌
に尽くせないもので

来ており、今年は気仙にも雪が多く作業の遅れも見えま
被災した事務所

すが、何か明るい気配がして来るこの頃です。

す。私は避難が早かったので、避難先での消防の非常放

防災堤防工事、街の再建、被災住宅の再興、環境の整

送が「津波が松原の堤防を越えました―早く避難を―」、

備と課題は山積です。それでも皆様のご指導を頂き、復

その後間も無く「にげろ―」の声が最後でマイクが水浸

興に向け老骨に鞭を

しになる音、あの悲痛な叫びを残した消防士の声が、今

入れ頑張りたいと思

も耳の底に消えません。

いますので、今後も

高田町の町並みがあれほど迄にコッパ微塵に流され、

皆様の変わらぬご支

ガレキの山になるとは、自然の威力の前に人間は余にも

援を頂きますようお

無力なものです。こうした災害に自衛隊の機敏な復旧活

願いいたします。

動、全国内外の多数のボランティアの皆様からの支援の

仮設の事務所で業務開始

輪が、この度程身に沁みて有り難いと感じたことはあり

東日本大震災における「災害協定」の
民間賃貸住宅の媒介業務状況
平成 23 年 3 月 11 日に発生した未曾有の大震災から、1 年 1 ヵ月が過ぎました。この間、復興庁が設置され
復興特区法などが施行されるとともに、被災市町村では、被害を減らす機能を組み込んだ復興計画が策定され、
変わり果てた港や街の再建に向け、実行段階を迎えております。
この震災で初めて発動された「災害時における民間賃貸住宅

【支部別媒介件数一覧】

の媒介等に関する協定」（平成 22 年 3 月 16 日に岩手県と締結。

支部名

県に民間賃貸住宅の空き家物件の情報を提供し、被災者への媒

盛岡

21社

介を無報酬で行うもの。いわゆる「災害協定」）における媒介

花巻

6

18

業務状況についてお知らせします。

北上

9

16

奥州

7

15

一関

15

102

久慈

4

9

沿岸

13

254

気仙

7

161

合計

82

631

災害協定に基づき、震災直後の 3 月 14 日に、全会員に対し
空き家物件の情報提供を呼びかけたところ、1,656 件の情報が
寄せられ岩手県に提供しました。
媒介業務は、平成 23 年 8 月 19 日まで行われ、右表のとおり
8 支部 82 社で 631 件の媒介を行いました。会員の皆様には、業
務や情報が錯綜する中、災害協定事務に絶大なご協力をいただ
き、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

協力会員数

媒介件数
56件
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トラブルから学ぶこと

不動産取引の紛争事例 ⑫

賃貸住宅の入居時に借り主がエアコン設置
退去に際し造作買取請求権は行使できるか
苦情の内容
村山さんは、平成 20 年 5 月、貸主 Y から、マンショ
ンの一室を、家賃＝月額 30 万円、敷金＝ 90 万円、期間
＝ 1 年等の条件で借り受けました。本物件は、築年数 5
年程度でしたが、各住居にはエアコンが設置されておら
ず、村山さんは、入居と同時に 3 台のエアコンを持ち込
んで取り付けました。
平成 21 年 4 月 2 日、村山さんは Y に、賃貸借契約を
同月 19 日付けで解約する旨の意思表示をし、同月 14 日
借りていたマンションの退去時に、エアコンを貸

には、Y が本件住居を訪れ、敷金から控除すべき損害が

主に買い取ってもらおうと思ったのですが、断られ

ないか査定しましたが、そのような損害はないとの結論

てしまいました。賃貸借契約書には造作の買取りを

になりました。同日、賃貸借契約書を確認した村山さん

排除する特約はありません。買取の対象にはならな

は、造作買取請求権について特約で排除されていないこ
とに気付き、Y に電話で買取請求権を行使する意思表示

いのでしょうか。
（村山 浩二、36歳、会社員）

をした上、同月 19 日に、エアコンとそのリモコンのみ
を残して本件住居を明け渡しました。
村山さんは、同月 27 日に、内容証明郵便により造作
買取代金の支払いを催告しましたが、Y はエアコンを撤
去し、これにかかった費用として 7 万 5000 円余を敷金
から控除しました。
村山さんは、「造作買取代金として、各エアコンの下
取り額に取り外し費用を加えた合計 10 万 5000 円につい
て Y に対し債権を有している、また、本件エアコンは、
X の造作買取請求権の行使により、Y の所有となってお
り、これらを自らの意思で撤去したにもかかわらず、返
還すべき敷金から 7 万 5000 円余を控除した」などとして、
Y に対して、造作買取代金および不当利得返還請求権と
して合計 18 万円余及びこれに対する遅延損害金の支払
いを求めて提訴しました。
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エアコン「造作」に該当せず
仲介時に買取請求の確認を
Yの言い分

となったものでもなく、家具のように簡単に撤去で
きるものでもなく、その中間の概念であり、賃借人

エアコンが設置された場所には、エアコン設置のため

の所有に属し、賃借人が収去することによって、そ

のスリーブ、補強板等が既に取り付けられており、容易

のものの利用価値が著しく減ずるものであると解さ

に取り外しができるから造作買取請求権の対象ではない

れる。

旨、村山さんには説明しています。エアコンの設置につ

③本件エアコンは、通常の家庭用のエアコンであって、

いては許可していますが、造作買取請求権までは認めて

汎用性のあるものであり、これを収去することに

いません。

よって、本件建物の利用価値が著しく減ずるもので

相談窓口の考え方

もなく、また、取り外しについても比較的容易であ
るものと認められることから、本件建物に附加した
造作と認めることは難しく、造作買取請求の対象と

設置されたエアコンが、取り外しが容易で、他でも使
用可能な一般的なものであれば、買取請求の対象にはな

ならないものとみるのが相当である。よって、X の
請求は理由がない。

らないと思われます。

トラブルの結末
裁判所は以下のとおり、村山さん（以下「X」）の請求
を棄却しました。

トラブルから学ぶこと

① X が使用していた部屋と同型の室内の壁面にはコン
セント、丸い取り外しが可能なスリーブが設置され

賃貸人の同意を得て付加した造作については、契

ており、エアコンを取り付けるときには室内機の裏

約終了時に、賃貸人に対して、時価で買い取ること

側を補強板に取り付けるが、ビスで取り付けるだけ

を請求できます。（借地借家法 33 条）。ただし、こ

であるから、何ら建物を毀損することはないこと等

の規定は任意規定であり、造作買取請求権をあらか

の事実が認められる。

じめ放棄する旨の特約も認められています。（同法

②借地借家法 33 条にいう造作とは、建物に附加され

37 条）。造作の収去を望まない賃借人も多いと思わ

た物件で賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客

れますが、仲介に当たっても特約の内容の確認等に

観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を

注意が必要といえます。

特殊の目的に使用するため、特に附加した設備の如
きを含まない（最高裁判所昭和 29 年 3 月 11 日、昭
和 33 年 10 月 14 日判決）。附加とは建物の構成部分
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あなたの町の
宅建協会レポート
盛岡支部
第１回支部実務研修会＆新年会
1 月 18 日
（水）
ホテル紫苑にお
いて標記研修
会を開催しまし
た。講師に沿岸
支部長の中嶋勝
司氏と気仙支部
長の大友芳也氏
を迎え、東日本
司会の多田支部長
大震災の体験
談と今後の課題について、司会を務めました多田支部長と
対談する形で研修が行われました。
沿岸支部長の中嶋さんからは、
「避難所はとても寒く食
べ物も不足していて、高齢者の方は一旦助かったがしばら
くすると亡くなった方も多かった。こういう状況だったの
で県からアパー
トの借上げを早
急にやってくれ
と指 示 が あり、
妊婦の方や高齢
者がいる家族へ
優先的にアパー
トを 提 供し た。
物件のデータも
中嶋沿岸支部長
なく、電話も通
じないので自分で行って確認したが、重要事項説明書もど
うやって書いていいかわからず大変だった。
罹災した人は浸水した土地を買ってもらえると思ってい
るが、非常に難しい問題だと私は思う。県が土地を買い取
るかどうか結論が出るのが遅れると予想されるが、そうな
ると駆け込み需要となり地価が高騰すると思われる。5 年
たっても家を建てたくても建てられない人が出てくる。復
興計画についての会議へ我々（宅建業者）もオブザーバー
でも何でも参加させてもらえば出し惜しみせず意見を述べ
る」と話しがありました。
また、気仙支部長の大友さんからは、
「事務所が流され、
何もなくなり、会社を立ち上げたときに作った判子ひとつ
だけが残った。
震災後、物資が不足しているなか、1 週間後ぐらいから
営業していることを知った住民が住まいを求めて私のとこ
ろに来た。携帯電話が回復すると朝から晩まで毎日電話が
鳴りっ放しだった。貸すものも無かったが、修繕しなけれ
ば入れない貸家でも予約が入り、そのうち県の借上げ住宅
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の話がきて戦争が始まった。
自宅の車庫を仮設事務所にし、地元の新聞に不動産屋
をここでやっていますと掲載した。やっているうちに起き
てきた問題は、農地法の許可・手続きに時間がかかるとい
うことだった。すぐ裏のリンゴ畑を造成して売りたい、買
いたいと言っても農地法の許可等厄介な法律で縛られて
いるので時間がかかる。
やっと地区懇
談会みたいなも
のは一応まとめ
終わって、具体
的に高台移転を
行うわけだ が、
高台移転どう
こうという議論
をするのであれ
大友気仙支部長
ば、復興会議に
はまず土地取引のプロである宅建業者をいれてほしい。復
興のためにリーダーにしてもらって高台移転の候補地を業
者にやってもらうような方法を取ってもらいたいというこ
とを、県庁にお願いしながらやっていければいいと思う」
と話しがありました。
多田支部長から、
「現地、それから住まいを担っている
宅建業者が中心となって復旧、復興に携わっていくという
ことは大賛成だ。東京へ行った際は陳情してきたいと思う」
と話がありました。
研修会終了後、毎年恒例の新年交賀会を開催しました。
75 名参加のもと、菊池副会長による乾杯の後、ビンゴゲー
ムやじゃんけん大会、また今年は堀切専任幹事より遠野物
語の民話が披露され大いに盛り上がりをみせました。

衣装もバッチリ！堀切専任幹事の遠野物語

支部活動報告

花巻支部
支部第２回研修会及び新年会
平成 24 年 2 月 8 日（水）午後 5 時からホテル花城で支
部第 2 回研修会と新年会が開催されました。

研修会はＤＶ
Ｄによる研修ビ
デ オ で 約 50 分
間「重要事項説
明書告知義務を
めぐるトラブル
防止」について
熱心に研修しま
新年会
した。
その後、新年会を開催し、お互いの親睦を深めました。
参加人数は、研修会には 21 名、新年会は 20 名の参加で
した。

ビデオ研修会

奥州支部
忘年会
12 月 11 日（日）に老舗料亭「新茶屋」にて研修会＆忘
年会を行いました。
研修会では、昨年支部会員に配布したｉ－ｐａｄの効果
的な使い方を先行する会員と業者さんが講師となって説明
して頂きました。
その後は新入会員を交え、老舗の味で、楽しく親睦を深
めました。

一関支部
新春講演会
一関支部では１月 26 日に東北銀行顧問の木村功一氏を
講師にお招きして新春講演会を開催しました。

講演会

新春情報交換会
1 月 20 日（金）翠明荘にて新春情報交換会を開催致し
ました。
情報交換会の部では、深沢土木部長、鈴木建築指導課
長より、ご講演を賜りました。また、奥州市や金ヶ崎町の
空き家バンクやそれぞれの開発公社より物件の説明を頂き
ました。
そして、国際リニアコライダーのビデオを見て研修を終
了しました。
その後は、皆で新春を楽しく祝いました。

「今後の経済動向について」の演題で日本のみならず世
界を視野にお話し頂きました。また、震災復興の財源や今
後の見通しなど、有意義な勉強会を行いました。

熱心に聴講する会員
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あなたの町の
宅建協会レポート
久慈支部
新年交賀会
1 月 23 日（月）ロイヤルパークカワサキにおいて恒例
の新年交賀会を開催しました。山内久慈市長、畑衆議院
議員など 10 名のご来賓者、日頃業務等でお世話になって
います方々を含め 50 名の参加でした。
来賓の方々より、震災後の現状や国、県、市の復興に向

あいさつする和山久慈支部長

支部活動報告

けた支援、計画などの報告がありました。また、宅建業者
の果たす役割の重要性についてのお話もありました。
各業界の方々との情報交換や親睦を深めることができ、
また、カラオケなどで盛上り盛大な交賀会となりました。
あっという間に時間が過ぎ、地域の震災復興と良い一年と
なるよう願いを込め景気良く三本締めで終了しました。

親睦を深めた新年会

気仙支部
支部懇談会及び忘年会
12 月 7 日、第 2 回気仙支部業者間懇談会及び忘年会が
16 会員 18 名参加のもと大船渡町「すごう」にて開催しま
した。
大震災後でもあり例年にない参加率で、各自の震災時
の状況や復興に関る各会員の取り組み状況、情報、要望
などの意見が多数上がり、会員同士も協力し合い復興に向
け頑張ろうということになりました。
また、2 月 10 日には、第 3 回気仙支部業者間懇談会が
大船渡市民文化会館（リアスホール）にて会員業者 14 名
参加のもと開催し、行政が行っている被災者の「高台集団
移転」に対して宅建業者がどのように参画し支援していけ
るかについて主に意見交換が行われました。
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「すごう」での忘年会

こめんと
バトンタッチ
Vol.103 のラストコメンテーター、㈲小田島
の小田島行伸さんからホームエステート㈱
の佐藤千秋さんにバトンタッチ！

「 たくさんの再会 」
佐藤千秋さん（253 人目）
ホームエステート㈱（盛岡支部）
盛岡市長橋町 17-46 TEL019-601-4554

去年の大きな震災から一年が経ちましたが、震災の一ヶ月
前に同窓会があり、出席したところ、男子･女子色々小さな変
化、大きな変化がありましたが、何年間のブランクも無く、学
生の頃に戻って会話が進み、連絡先を交換したりと、楽しい時
間を過ごすことができました。
その一ヵ月後にあの震災です。家族や親戚と連絡もとれずに
いたところ、同窓会で連絡交換した友達からメールが「宮城の
避難所で同級生に偶然会って、こっちは大丈夫だよ」とか、
「髪が薄くなって坊主にしたけど、震災には便利だぞ！」と、
東北にいる友達はもちろん、都内にいる友達からも心配メール
があったり、震災で、ものすごく悲しい一年ではあったけど、
悪いことばかりではなく、素敵な再会が出来た一年でもありま
した。
再会といえば、旅行で関東に行った時も、偶然、駅で同級生
にバッタリ会って、こんな偶然ってあるんだなぁ～と、しか
し、まだ再会は続き、年末には、社会人になってから出会った
人達にも、五年ぶりに再会したり、びっくりするくらい再会が
多い一年でした。でも、新年が明けてもまだ続いている感じで
す。
今年も、素敵な再会があるといいなと思っていますが、新し
い出会いがたくさんあることを楽しみにしたいと思います。あ
ﾂ！1つ素敵な出会いの予感があるんですよﾂ。

ンタッチ！
藤尾さんにバト

「 いつの日にか 」
飯高徳男さん（255 人目）
アシスト㈲（盛岡支部）
盛岡市厨川一丁目 15-15 TEL019-641-7285

体力増進のため、二十年以上続けているのがマラソンと
自転車です。元々マラソンを走る体づくりに乗り始めた自
転車ですが、今も通勤なども含め乗っています。また、夏
の涼しい早朝約一時間程は一般公道を走るロードバイクの
朝練習がほぼ毎日の日課となります。この自転車は、非常
に繊細なパーツで組まれ、最も大切な自分の命を託す乗り
物なので、日々の点検や修理は全て自分で行います。
次にマラソンですが、過去様々な大会に参加しました。
岩手山頂を目指した登山マラソンや宮古サーモンハーフ、
釜石仙人峠マラソン等々。今年も記録更新を目標に、田沢
湖フルマラソンを四年連続で走る予定です。
今後もトレーニングを重ね、自転車ヒルクライム、ロー
ドレースで表彰台目指し燃えたいと思います。自転車乗り
である以上、いつの日にかアルプスの激坂を攻め、パリ凱
旋門をシャンパングラス片手に走りたいですね。

ンタッチ！
髙橋さんへバト

「 父母の会 」
藤尾徳裕さん（254 人目）
㈱リョーリン（盛岡支部）
盛岡市青山四丁目 44-5 TEL019-641-3889

昨年4月から息子が通う保育園の父母会の役員とな
り、そろそろ一年の任期を終えようとしています。やは
り父親が役員になるケースは珍しいようで、現に私以外
の役員の方は全員｢お母さん｣でした。そんな肩身の狭い
（？）環境の中、何とか仕事と両立しながら保育園行事
などの運営に携わり、今となってはとても貴重な経験が
出来たと思っています。
役割分担をし、行事を行うための備品や配置・進行な
どの事前準備から当日の運営、終了後には父兄の皆さ
んへのアンケート調査など･･･。大変な事もありました
が、参加する側ではなく企画・運営する側として活動し
た結果、それまでとは違った視点・考え方が生まれてき
ました。また、仲間と協力して目的を成し遂げる喜びも
再認識できたように思います。この経験を仕事や日々の
生活に生かしながら、親として人として成長していけれ
ばと思っています。ただ、妻からは「いずれは会長コー
スだね！」と言われていますが、いや･･･それはちょっ
と勘弁･･･。

ンタッチ！
飯高さんへバト

「 飲酒運転ＯＫ !! 」
髙橋一郎さん（256 人目）
高建不動産（盛岡支部）
岩手郡滝沢村鵜飼字迫 157-1 TEL019-687-1528

みなさんご存知のとおり、飲酒運転はダメですよね。し
かし、世界はやはり広いです。
昨年末、人生二度目の海外に行く機会がありました。そ
こはドイツ。たまたま、ドイツの方と食事に行くことにな
り、一緒にビールやワインを飲み、とても美味しく、楽し
く頂きました。
その帰り、一緒に食事をしたドイツの方に送って頂ける
ことになり、車に乗り、その方が運転して送って貰いまし
た。つまり、飲酒運転です。
そこで次の日、色々な方にそのことをお尋ねしたとこ
ろ、ドイツではある程度の飲酒運転はOKであることが分か
りました。基本的にドイツの方は、お酒に強いそうです。
確かにドイツでは水のように昼のレストランでも殆どの
方が、ビールを飲んでいました。驚いたのと同時に、なん
とも羨ましい国だと思いました。
その他、ドイツはすばらしい石造りのお城や教会もある
ので、みなさんも是非行ってみてください。

トンタッチ！
の平賀さんへバ
部
支
岡
盛
は
次
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今回から新シリーズとして「パラダイスいわて」が始まります。

Ｐａｒａｄａｉ
ｓｅ Ｉｗａｔｅ
Paradaise
Iwate

File No.01

地元の人にすれば日常の風景や出来事。けれどもその存在は知っていても何故そうなったかがわからない。
他の土地から来た人にはなおさらだ。それを調査する丸野剛一氏。彼が見ると全てが世界的なアート。
県内の珍スポットを発掘し岩手を歩く。

30 年以上前の製作の模様

花巻市上町（かみちょう）にモンマルトルの丘
丸野 剛一
ムーランルージュ（Moulin

Rouge）1889 年にベ

ジャヌ・アヴリル（Jane Avril）もその一人。1889

ルエポックの幕開けとともに生まれたフランスはパ

年にムーランルージュに初出演。数年後にはシャンゼ

リ、モンマルトルの丘麓にある「赤い風車」が目印の

リゼのカフェでショーの主役を務めるなどし、ロート

キャバレー。歌や踊り、大道芸を組み合わせたディナー

レックがポスターに描いた事によってエンターテーメ

とショーが楽しめるところ。

ント界でさらに名声を高めることとなった。

このムーランルージュには画家のアンリ・ド・トゥ

彼女をモデルにした絵の中の一枚に「へびの衣装の

ルーズーロートレック（Henri de Toulouse-Lautrec）

ジャヌ・アヴリル」という作品がある。既に体調が良

が入り浸り廃退的な生活を送っていたが、店の依頼で

くなかったロートレックが彼女からのたっての依頼に

踊り子達をモデルにポスターを描いたことで有名に

応えて様々な技法を取り入れた作品に仕上げた力作。

なった。

これは彼らの交流・友情の深さを表しているとされて
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ジャヌ・アヴリル

いる。
さて、舞台は岩手県花巻市。とある会合で訪れた際、

ハンプティーダンブティー

比較するとなるほど、くねらせた腰が建物二階部分に
ある窓をうまく避けている。

時間があったので市内をぶらりと歩いていると上町の

隣にあった花屋さんが移転し、駐車場になったおか

交差点にあるビルの壁一面描かれている「へびの衣装

げで露出した外壁を何とかしようと父親を説得して描

のジャヌ・アヴリル」が目に飛び込んできた。まるで

き始めた。今から 30 年以上前、まだ三田さんが二十

パリはモンマルトルの丘でムーランルージュのショー

代だった頃のお話。足場は知り合いの大工さんが調達

を告知するかのように。

し、投影機で原画を壁に映し下絵を描いた。描き進め

折しも雪がちらついてきてその壮大な壁画からの得

て行くうちに、絵の仲間がジャヌ・アヴリルの目をロー

も言われぬ迫力で圧倒された。その会合の際に花巻市

トレックオリジナルの模写ではなく、鏡の国のアリス

民にその存在を聞いてみるとほとんどの人が知ってい

をイメージして描いてしまったので急遽、その足元に

るようだ。「なんの絵なのかなぁ？」「子供の頃から不

ハンプティーダンプティー（Humpty Dumpty）＝イ

思議だなぁと思っていた」。「昔からあったよね」。「小

ギリス、マザーグースの伝承童謡に登場する擬人化し

さいときは通るたびに怖かった ･･･」。などなど。

た卵を追加で描いたそうだ。

昔からその存在を知ってはいたものの、どのような
経緯でこの場所に何故描かれていたのか？までは誰も

大きな存在感をもったアートのある街角はモンマル
トルの丘麓の香りがしている。

知らなかった。
ここまでのアートを自分のビルに描いた人物って？
矢も盾もたまらず翌日尋ねてみた。
声をかけると奥からご主人登場。まずは、なぜ？ロー
トレックの絵を描いたのか聞いてみた。すると机の上
に飾ってあった小さな額入りの絵を見せながら、「も
らった絵葉書が丁度外壁の面積に合いそうだったので
絵の仲間達と足場を建てて描いた」とのこと。さらり
と言ってのけるのは寝具・婦人衣料品店を営む三田商
店、三田隆さん。その絵葉書と外壁に描かれたものを
岩手県花巻市上町7-21
寝具・婦人衣料の三田商店（三田隆さん）
電話 0198-23-2429
観覧無料で自由。交通の妨げにならないように。
三田 隆さん
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平成遠野物語シリーズ

第17話

「コンセイ様」

遠野物語序文に、
「路傍に石塔の多きこと諸国にその比を知らず」
。
その一つに「コンセイ様」がある。
「男の形」を祭ったもので、金精以
外に金勢、金清、根精などとも書く。
似て非なるものに、オコマ（御駒）様があるが、
「馬並み」を偶像化し
あえ

たもので形は同じだから敢て区別する実益はない。
わいせつ

「おしょすな」と子供心に思い、
「神様」と
どこから見ても「猥褻」だ。
知らされ戸惑い、今だにうろたえる。どうしても比較してしまう。
ひ とく

個人が秘匿するもの、木製を勘定に入れると相当な数になろう。しか
とが

ほどぼら

し「お上」からお咎めを受けた話は一向に聞かないから罪にはならないらしい。有名なものだけでも荒川の駒形神社、市内の程洞
いなり

りゅうこ

稲荷他いくつもあるが、その中で「龍虎」というべき二神を紹介する。

ふもと

先ず、
「山崎のコンセイ様」
。土渕町山崎にあり、
麓の寺から 10 分ばかり登っ
こうがん じ

。偶然と
たお堂に鎮座する。思わず吹き出しそうだが、寺の名は「光岸寺」
はいえ、言い得て妙である。
昔から存在が言い伝えられていたが、現物が
えんてい

分からなかった。ところが 40 年前、砂防堰 堤
工事中に土砂の中から突然現われたもので、そ
の隆々といきり立った姿といい、巨大さといい
文句なく他を圧
している。高さ
１ｍ２５㎝、周
囲の最大は１ｍ
ま せい

９７㎝の磨製石
器。
山崎のコンセイ様

けっさく

こうみょうじ

いんようせき

じょいんせき

傑作は、綾織「光明寺」の墓地にある「陰陽石」だ。きわめてリアルな女陰石の割れ目にコンセイ様が一本差し込んであり、そ
たま

し

れを入れたり出したりする仕掛になっている。上下運動を繰り返すたび、
女陰石に溜った雨水が「ジワリジワリ」と浸み出してくる。
「場違いな所に」と思っていたが、
「生まれ変わる」ことへの暗示と考えられまいか。
り やく

しながき

ゆだ

誰の発案なのか、遠野のおおらかさが伝わって来る。ご利益の「お品書」は無く、それは参詣人各位の感受性に委ねている。
先日久し振りに行って見たところ男役が行方知れずになってい
た。
「浮気」だろうか？

せいじゃ

金精様（神）は、性的コンプレックスに悩む人々の希望、盛者は

ひっすい

ことわり

こう

「永遠に」と願い、変化のないものの象徴石に、
必衰の理に抗し、
あこが

死後の再生や不老への憧れを託したものと思っていた。しかし、そ
れは本来的なものではなかった。

どうそしん

学者によると、コンセイ様は「道祖神」に分類されるのだそうだ。
ま よ

と、すれば村境、分かれ道に建てた「魔除け」だ。
りっぱ

「ここにはこんな立派な物を持つ男衆がいるぞ、近づくなよ !!」と
よ そ もの

警告し、村の女を他所者から守るのが最大の目的だったことになる。
みちばた

こうけい

きっかい

道端の光景を想像すると何んとも奇怪だが、その守り神が巨根の
あが

「天皇史
神と崇められたのはいつ頃からであろうか。きっかけは、
光明寺の陰陽石
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どうきょう

上最大なスキャンダル」として有名な、奈良時代の「道鏡事件」だ。

文———堀切 初

絵———東山典哉 （ひがしやまのりや）

昭和25年6月24日生まれ 遠野市在住
㈱盛岡マイホームセンター（盛岡市館向町2-7）代表取締
役（盛岡支部会員） 遠野市より毎日盛岡にある会社へ
通勤しております。仕事の傍ら遠野物語を興味深く研究
しており、当会報でも度々ご寄稿いただいてます。また
協会でも有名な太公望でもあり、芸達者で盛岡支部新
年会では、趣向を凝らしたカラオケ大会で毎年会場を沸
かせています。

昭和30年11月18日生まれ 盛岡市在住
巴倫堂（盛岡市紺屋町5-30）店主。イラストレーターで
ある著者はおもちゃ鑑定人でもあります。おもちゃ好き
の方はぜひ巴倫堂さんへご来店ください。懐かしいおも
ちゃがいっぱい陳列しております。
また、奥様はVol.90までの表紙を描いていただいた高田
せい子さんです。夫婦ともイラストレーターとしてご活
躍されております。

ひざ

こうけん

ちょうあい

彼は僧のくせに、
日本三大巨根の持主。
「膝が三つあった」
というからその大きさが知れよう。それゆえ孝謙天皇
（女帝）
に寵愛され、
うかが

しもつけ

さ せん

「あわや天皇にまでなるか」と思われた。しかし帝の死後、皇位を窺 った罪で下野（栃木県）の名もない寺の別当に左遷された。
とちゅう

こんせいじんじゃ

途中、峠越えの際、あまりの重さに耐えかねて切り落としてしまった。その「一物」をご神体として祭ったのが「金精神社」で、
巨根信仰の発祥の地となった。
おんごく

遠国のことで遠野とは何んの関係もないように思う人も多かろうが、縁は不思議なもの。下野は南部に変わるまで四百年遠野の
あ そ ぬま

ひ ご しゃ

ぶんれい

殿様だった阿曽沼氏の故郷。そして神社の庇護者だったのである。かくして、遠野のコンセイ様には「道鏡の分霊」が宿っている。
しちなん

いちもつ

彼の場合は「一物」だっ
彼はきわめて有能なインテリだったが、
それだけに欠点も多かった。
「色が白いは七難を隠す」というが、
たのだ。
巨根信仰は時代とともに、
「子宝、縁組、腰の病いに霊験あり」
うなず

帯を解いて前に

ごこくほうじょう

となったのは肯けるが、近年言われる「五穀豊穣、商売繁盛」

廻して見せつ

は飛躍し過ぎる。もしそれを願うなら大きさは絶対的なもので

つ、こんな不具

ひ やく

はない。私の知る限り、
「通常サイズ」より小さなものは無い。

な身に生まれた

又、コンパクトで持ち運び自由な物は却って「卑猥」で神とし

と泣いた。いた

ての「鼎の軽重を問われ」かねない。

く同情した女達

かえ

ひ わい

かなえ けいちょう

ふもと

は山の麓に小屋

男と女がいる限り、性もまた生活の一部であり、遠野の「バ

も

なぐさ

イブル」にさぞ豊かに紹介されているだろうと思いきや、物語

を作って男を入れ、時に行って乳房を出し揉ませて男を慰め

に一つ、拾遺に二つ軽く触れるのみ。16 話に「コンセイ様を

た」という遠野女の深情け、心暖まる話になっている。

しゅうい

祭れる家少なからず。
・・・・今はおひおひとその事少くなれ

喜善が語らなかったのではない。
「性民俗学の権威」となる

り」と冷たく言い放し、拾遺の 15 話に「この駒形神社は俗に

彼はむしろ熱く語ったが柳田は無視した。それは柳田の「潔

御駒様といって石神である。
・・・・村の若い女達が田植をし

癖な体質から」と考えていたが、彼は直弟子に「民俗学はま

ている所へ、一人の旅人が不思議な目鼻もないのっぺりとし

だ若い学問であり、性の民族は誤解されやすく興味本位と思

た子供に赤い頭巾をかぶせたのを背中におぶって通りかかっ

われるからやめた」と言ったそうだ。遠野物語のコンセイ様

た。
・・・・」と、何んとも歯切が悪くさっぱり要領が得ない。

の話をながめる限り、柳田民俗学の特徴がはっきり出ている。

のっぺりとした子供とは一体何んなのか。

100 年後の今も色 褪 せることなく親しまれていることを見れ

いろ あ

ば、
「さすが」と言わざるを得ない。

実はこの話には重要な後半部があって、
「女達の問いに答え

さ

道鏡ゆかりの遠野のコンセイ様はどこも霊験あらたかだが、数百年の眠りから醒め地上に現われた山崎のコンセイ様は特に「精
こ さず

力増強、子授け」にすこぶるつきだ。河童渕に次ぐ人気スポットになっている。不思議に、何かにつけ騒がしい娘達でも「いやら
し～い、エッチ」とか、神を傷つけるようなことを言わない。あまりにスケールが違い、
「同じ物」と思えないのかもしれない。
知人にもご利益に預った人が数人いる。
「遠野に行って良かった !!」と言われると、自分がついコンセイ様になったように嬉しい。
さんぱい

「ダメだった」話を私は知らないが、もしあるとすれば原因は「参拝の作法」にある。観光なら「あら素敵、あやかりた～い」で
き がん

良いが、
「祈願」となるとそうはいかない。
さいせん

いつく

な

ぶ い

「子ができますよ～に」
先ずお賽銭。愛しみの心でご神体を撫でその手で必要な部位に素早く気を移す。これを三回繰り返す。
むずか

しょさ

やす

かた

など呪文を唱えると尚効果的。難しい所作は何もない。ところが「言うは易く行うは難し」とはこのこと。人目があれば尚更だ。
「どこをどう撫でる」から迷う。しかし、恥かしがっている場合ではない。
「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もある」
。
どういう訳か男はからっきし意気地がない。
「母は強し」というが、女は母になる前
もっぱ

からだって相当なものだ。
「一念岩をも通し」最近の霊験は専ら「子宝」にあるようだ。
うす

きね

こんにち

、今日の道祖神は女ということか。
「臼から杵」
まるやまあきひろ

・ ・ ・

・ ・ ・

「私は今だかつて、強い男と弱い女に会った
丸山明宏（女優？）の言葉を思い出す。

ことがない」
。
正に名言である。
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多田会長が盛岡簡易裁判所司法委員研究会
社団法人岩手県宅地建物取引業協会
講師を務めて
会長

多田

幸司

平成 24 年 1 月 12 日と 1 月 27 日の両日に渡り、
盛岡簡易裁判所でそれぞれ 90 分・50 分の講義を
行いました。
テーマは建物賃貸借に関する近時の紛争。主に
昨年 8 月に改訂されました原状回復の基礎知識を
中心とした講義内容でした。3 月 11 日の東日本
大震災時における地震 ･ 津波による相談内容にも
献もちゃっかりアピールしておきました。
多田会長

さて、私自身裁判所の調停委員・司法委員にな
れるとは夢にも思いませんでしたし、まして裁判

依頼されるに到りました。一重に岩手県宅建協会

官・書記官・調停委員の皆様の前で講義をするな

のレベルの高さと社会的地位向上が認められた結

ど想像すらできませんでした。

果だと思います。

調停委員に成り立ての頃、調停委員に相応しい

現在協会役員から 3 名の調停委員を任命されて

人を紹介してほしいと依頼され、我が協会から推

おりますが、これからも委員の推薦を依頼される

薦したいと申し入れたところ、協会の会員は問題

ような団体になりうる姿に努力していきたいと

を抱えている人が多いと一蹴されたことがありま

思っております。それが岩手県宅建協会のレベル

した。しかし、その数年後、協会からの人選を依

アップと社会的地位向上につながる一つの道である

頼されるようになり、また今回のように講義をも

と信じてやみません。

改正された岩手県最低賃金が発効！
岩手県最低賃金が、平成23年11月11日より時間額 644円から

645円 となります。

すべての事業主は、雇用する労働者（パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む）に最低賃金以上の賃
金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に、労働者に賃金を引き下げることは許されません。

必ずチェック最低賃金！
使用者も労働者も
【問い合わせ先】
岩手労働局労働基準部賃金室（盛岡市内丸 7-25）
TEL：019-604-3008
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FAX：019-604-1534

i n f o r m a t i o n

触れ、我が協会による出前無料相談会等、社会貢

県民生活センター主催

「消費生活相談員スキルアップセミナー」に
講師派遣
12 月 21 日（水）標記セミナーが開催され、当協
会より多田会長､ 小原専務理事､ 木村苦情相談委員
長､ 桑原苦情相談副委員長が講師を務めました。
テーマは「最近の不動産トラブルに関する事例に
ついて」ということで、日頃協会へ寄せられる相談

セミナーの模様

事例について講師が解説し、その後質疑応答が活発
に行われ有意義な研修会となりました。
また、互いに相談員として今後も連携して消費者
のトラブルへ対応していこうと親交を深めました。
当協会講師

第５回宅建業者研修会を開催
平成 23 年度第 5 回宅建業者研修会が、2 月 7 日盛

さです。広めの会場でしたがほぼ満席状態でした。

岡市アイスアリーナにおいて開催されました。テー

さらに参加者の年代が幅広く、役職も様々でした。

マは「Facebook のビジネス活用法」。講師に佐々木

普段の研修会は､ 若手が中心といったイメージであ

雷蔵氏（㈶盛岡地域地場産業振興センター振興部長）

りましたが今回は違っていました。実際、研修終了

をお招きし､ 具体的な用語の解説､ 機能の解説､ 注

から一週間で研修に参加した方々が、次々とフェイ

意点やマナーについて実例を交え分りやすく解説し

スブックの利用を開始していたことにも驚かされま

ていただきました。

した。

今回の研修会でまず感じたことは、参加人数の多

講師の佐々木雷蔵氏

満席の会場
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宅地建物取引業者の監督処分のお知らせ
岩手県から平成 24 年 2 月 29 日付け建住第 741 号により、宅地建物取引業者の監督処分について連絡があ
りましたのでお知らせいたします。
１．処分等の種類／免許取消
２．事実発生年月日／平成 23 年 9 月 7 日
３．事実探知の動機／苦情相談
４．処分等年月日／平成 24 年 2 月 27 日
５．処分等の根拠条項／第 67 条第 1 項
（代表者氏名）川邊

正博

（主たる事務所の所在地）岩手県北上市大通り 2-9-25
（免許番号及び免許年月日）岩手県知事（9）第 1203 号､ 平成 23 年 8 月 31 日
７．処分等の理由／被処分者の事務所の所在地が確知できないことから、宅地建物取引業法第 67 条第 1 項の
規定に基づき、平成 24 年 1 月 27 日付け岩手県報でその旨を公告したが、30 日を経過し
ても申し出がなかったため。

平成24年度宅地建物取引主任者法定講習会の
ご案内
標記講習会を下記の日程により開催いたします！
対象者の方には、開催の 1 ヶ月半前に岩手県に登

【注意事項】現在、主任者証は講習会当日に交付され

録している住所に申込書類一式を送付しますので受

ていますが、登録事項と現状が一致しない場合は即

講を希望される方は、手続きを行ってください！

日交付されませんので、住所等に変更がある場合は、

開催日

開催場所

第1回

平成 24 年 6 月 26 日（火）

第2回

平成 24 年 10 月 2 日（火）

第3回

平成 25 年 2 月 5 日（火）

ホテル東日本

盛岡市大通三丁目 3-18

電話 019-625-2131

講習会前に変更手続きを済ませておいてください。
なお、講習会間際に行った手続きについては、県
の変更処理が間に合わず、主任者証が交付されない
場合がありますのでご注意ください。
【問い合わせ先】
㈳岩手県宅地建物取引業協会
盛岡市前九年一丁目 9-30

電話

019-646-1111

登録内容に変更があるときは、遅滞なく変更手続きを行ってください！
氏名・住所・本籍地・勤務先（宅建業）に変更があるときは、
「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登
録申請書」（正本 1 通・その写し 1 通）を最寄りの地方振興局に提出する必要があります。
なお、住所・氏名の変更については、「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」も併せて提出してく
ださい。
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i n f o r m a t i o n

６．被処分者／（商号又は名称）株式会社千代田地所

協会ホームページが新しくなりました！
岩手宅建 http://www.iwate-takken.or.jp
当協会ホームページが 4
月 1 日から全面リニューア
ルしました。デザインも一
新し、リアルタイムの更新
が可能になりました。研修
会の告知や新着情報など常
に新しい情報を発信してい
きますのでお見逃しのない
ようチェックして業務へご
活用ください！

多田会長がテレビ番組に出演
多田幸司会長が、平成 24 年 3 月 1 日放送のテレ
ビ岩手「5 きげんテレビ」番組の「消費者トラブル
なくし隊」に出演しました。
内容は、引っ越しシーズンになると相談が増える
「敷金トラブル」について、国土交通省作成の「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、
「原状回復の考え方」や「トラブル防止のための入居・
退去の際にしておきたいこと」などを分りやすく解
説しました。

「５きげんテレビ」
（テレビ岩手より）

通常総会のご案内

5月29日(火)午後1時30分～
【場所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング】
5 月 29 日（火）に岩手県宅建協会、保証協会岩

会員のみなさんのご出席をお願いいたします。や

手地方本部の通常総会がホテルメトロポリタン盛岡

むを得ず欠席される場合は、必ず委任状のご提出を

ニューウィングにおいて開催されます。

お願いいたします。
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協会の動き

12.2

〔宅建協会〕苦情相談・研修合同委員会

12.2

相談員研修会

12.3

鍵山祐一氏黄綬褒章受章祝賀会へ出席（多田会長）

12.5

第 10 回正副会長会

12.6

〔全宅連〕第 3 回政策推進委員会へ出席（多田会長）

12.9

東北宅建サポートセンター事業参画についての説明（多田会長､ 小原専務理事）

12.13

役員打ち合せ会

12.13

〔宅建協会〕平成 23 年度臨時総会
平成 23 年度補正予算（案）承認の件

12.13

〔宅建協会〕研修・広報流通合同委員会

12.15

〔賃貸不動産経営管理士協議会〕第 8 回運営委員会等へ出席（多田会長）

12.15

第 8 回会計指導

12.15

花巻支部研修会へ講師派遣（中村事務局長）

12.21

岩手県立県民生活センター主催の「消費生活相談員スキルアップセミナー」へ講師派遣
（多田会長､ 小原専務理事､ 木村常務理事､ 桑原理事､ 中村事務局長､ 長坂係長）

平成 年 月１日～平成 年２月 日

23
12

24

29

12.26

平成 24 年度予算編成会議

1.5

第 11 回正副会長会

1.12

盛岡地方裁判所 ｢司法委員研究会｣ へ講師派遣（多田会長）

1.12

第 9 回会計指導

1.16

〔保証協会〕会員指導会（田鎖常務理事）

1.20

〔全宅連〕第４回政策推進委員会へ出席（多田会長）

1.20

〔宅建協会〕支部経理担当者への説明会

1.24

〔宅建協会〕第 4 回理事会〔保証協会〕第 4 回幹事会
○平成 24 年度予算書（案）について ○その他

1.24

平成 24 年新年交賀会

1.25

全宅連都道府県協会会長､ 全宅保証地方本部長合同会議へ出席（多田会長）

1.26

〔賃貸不動産経営管理士協議会〕第 9 回運営委員会へ出席（多田会長）

1.27

盛岡地方裁判所 ｢第 5 回調停委員と裁判所との意見交換会｣ へ出席（多田会長）

1.29

菊池孝幸氏黄綬褒章受章祝賀会へ出席

1.31

第 3 回宅地建物取引主任者法定講習会

2.1

第 12 回正副会長会

2.2

第 3 回岩手県地域型復興住宅連絡会議及び岩手県地域復興住宅推進協議会へ出席（多田会長）

2.7

第 5 回宅建業者研修会

2.9

〔宅建協会〕第 5 回広報流通委員会

2.10

第 10 回会計指導

2.13

㈶不動産流通近代化センター理事来館（多田会長）

2.15

岩手県居住支援協議会総会へ出席（多田会長）

2.15

㈳全日本不動産協会岩手県本部創立 50 周年､（公社）不動産保証協会岩手県本部創立
38 周年記念式典へ出席（多田会長）

2.16
2.21
2.23
2.27

第 47 回全国不動産会議へ出席（多田会長）
〔賃貸不動産経営管理士協議会〕第 10 回運営委員会へ出席（多田会長）
公益法人制度改革に関する地区ブロック別研修会へ出席（中村事務局長､ 鈴木職員）
〔全国賃貸不動産管理業協会〕第 4 回運営審議会へ出席（多田会長）
専門委員による無料相談（苦情相談委員会担当）
毎週火曜日・木曜日に開催しました
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ニューフェイス
㈲やまだ不動産（沿岸支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2437
代表者／三ヶ尻隆雄
取引主任者／勝山成子
事務所／下閉伊郡山田町長崎四丁目9-1
ＴＥＬ／0193-77-3361
ＦＡＸ／0193-77-3362

平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日

はじめまして。やまだ不動産の三ヶ尻（みかじり）と申します。
この度は、宅建協会に入会させて頂き、誠にありがとうござ
います。
山田の町が賑やかに活気あふれた復興をとげるよう、宅建業
を通して地域に貢献していきたいと思っておりますので、皆さ
まのご指導ご鞭撻の程を宜しくお願い致します。

三ヶ尻隆雄 さん

㈱菊地建設（沿岸支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2439
代表者／菊地辰志
取引主任者／盛合寅雄
事務所／宮古市八木沢三丁目11-5
ＴＥＬ／0193-63-3871
ＦＡＸ／0193-64-0765
菊地辰志 さん

この度は岩手県宅地建物取引業協会に入会させていただき誠
にありがとうございます。
私は一級木造建築工事業を営んでおり土木、建築、上下水道
等の仕事をさせていただいております。東日本大震災で多くの
家屋と財産を失った方々に早く復興をしていただくようお役に
立ちたいと思っております。先輩方の御指導を宜しくお願いし
ます。

㈱マッキー企画（北上支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2441
代表者／菅原聖希
取引主任者／菅原聖希
事務所／北上市大通一丁目3-1おでんせプラザぐろーぶ2F
ＴＥＬ／0197-72-5010
ＦＡＸ／0197-65-1551
菅原聖希 さん

この度は、岩手県宅地建物取引業協会に入会させて頂き誠に
ありがとうございます。
昨年の10月に皆様方のお力添えを頂き開業することができま
した。
岩手の復興と地域の発展の為に多方面にてお役に立てる様、
精一杯努力してまいりますので今後共、皆様方のご指導、ご鞭
撻の程宜しくお願い致します。

㈱深考全幸（盛岡支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2443
代表者／阿部尚史
取引主任者／菊池亮
事務所／盛岡市開運橋通5-3
ＴＥＬ／019-623-4503
ＦＡＸ／019-623-4505

この度は、岩手県宅地建物取引業協会に入会させて頂き、誠
にありがとうございます。私どもは分譲マンション企画・販売
受託業務が中心となります。岩手県又は東北全体の復興に繋が
る様、微力ながらも鋭意努力して参る所存です。ご先輩方々の
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

阿部尚史 さん

㈱カガヤ（盛岡支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2444
代表者／加賀谷輝雄
取引主任者／深澤光雄
事務所／盛岡市玉山区芋田字武道9-95
ＴＥＬ／019-683-2863
ＦＡＸ／019-683-2897
加賀谷輝雄 さん

㈱ラムサ（沿岸支部）
免許証番号／岩手県知事(1)2446
代表者／金澤百合子
取引主任者／金澤麻衣子
事務所／宮古市西町三丁目1-5
ＴＥＬ／0193-77-4600
ＦＡＸ／0193-77-4601
金澤百合子 さん

この度、新規に入会いたしました株式会社カガヤと申します。
当社は、会社創立40年を迎え、新事業の展開を図って参りま
したが、従来よりの顧客との縁もあり、建築事業に参画する様
になりました。
この度の被災にあたっては、岩手県沿岸部を中心に会社全体
でその復旧・復興に全力を注いでおります。
微力ではございますが、「岩手県宅地建物取引業協会」を通じ
てさらに地元の活力のため一生懸命努力する所存でございます。
今後とも、皆様のご指導を宜しく御願い申し上げます。

この度は岩手県宅地建物取引業協会に入会させて頂きまし
て、誠に有難うございます。
皆様方のご支援を頂きまして開業することができました。昨
年の大震災により地元を含め多くの地域が大変厳しい状況と
なっております。不動産取引業を通じて、少しでも地元のお役
にたてればと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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業界の変動

平成23年12月1日から平成24年2月29日まで

変更等
支部

商号又は名称

奥州 佐野建設㈱
花巻 ㈲ホームライフサポート
盛岡 ㈱L･O･JAPAN
盛岡 ㈲ナイス・ジャパン
北上 千田工業㈱
盛岡 ㈲三康不動産

変更事項

変更前

代表者
代表者
商 号
所在地
電 話
ＦＡＸ

菅原利美
菅原修
株式会社新興建設
盛岡市本宮字野古61-29
019-613-8220
019-631-3880

代表者
所在地

千田敏夫
盛岡市本宮字稲荷31-1

廃業等
支部

松坂弘光
佐々木利治
株式会社L･O･JAPAN
盛岡市駅前通14-9平戸屋ビル5F
019-604-3344
019-604-3345
千田和秋
盛岡市本宮七丁目7-35

会員数状況
商号又は名称

盛岡 ㈲ナイス･ジャパン本宮支店
久慈 ㈱大和
盛岡 ㈲佐藤住宅工業

平成23年11月30日現在会員数
入 会 者 数
退 会 者 数
平成24年2月29日現在会員数

607（正会員535、準会員72）
7（正会員 6、準会員 1）
3（正会員 2、準会員 1）
611（正会員539、準会員72）

レインズ利用実績データ

支店増設
支部

変更後

商号又は名称

一関 東日本ハウス㈱一関営業所

免許証番号／大臣（11）2167 政令使用人／野場靖紀
取引主任者／髙島洋 事務所／一関市赤荻字堺105-1
ＴＥＬ／0191-25-3840 ＦＡＸ／0191-25-3826

月

12

1

2

累計

録
売
買
売 主
代 理
専 属
専 任
一 般
賃
貸
登録会員数
成 約 件 数
検 索 件 数
図面検索件数

368
270
43
1
13
110
103
98
73
55
2,528
219

438
320
69
2
20
90
139
118
86
65
3,712
286

341
230
41
0
27
63
99
111
82
75
3,947
391

1,147
820
153
3
60
263
341
327
241
195
10,187
896

登

ガ ン バ レ

（社）岩手県宅地建物取引業協会について

イ ワ テ

当協会は、宅地建物取引業を営む方たちが会員となり構成する団体です。
会員の品位の保持及び資質の向上並びに会員相互の親睦をはかり、あわせて宅地建物取引業法第１条の宅地建物取引業務の適正な運営を
はかり、取引の公正を確保しその利用を促進するため、会員の指導啓蒙及び連絡に関する事業を行ない、もって公共の福祉に寄与することを
目的に、岩手県知事より認可され、昭和 42 年７月 10 日に設立された公益法人です。
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ト
ク
ン
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ゼ
ズ
レ
プ
このコーナーは
どなたでもご応募できます！
チョット一息、空いた時間に試して見て
ください。頭の体操で気分をリフレッシュ！

わかるかな！

≪言葉クイズ≫
漢字２文字の言葉・熟語
（例）
の真中の１文字を考えてく
ださい。すべてのマス目に
おいて、言葉・熟語の方向
は決まっていません。例題
を参考にしてね！

合

情
紅 ？ 意
価

（問題）

圧 気 品
本

正解者の中から抽選で巻末の賞品を３名
様にプレゼントいたします。
奮ってご応募ください！

読 者 の 窓
○トラブルから学ぶこと、勉強になります。
（盛岡支部：㈱高建工業 髙橋力さん）
○平成遠野物語シリーズ第 16 話 ｢菊池の秘密｣ は、とても興
味のある内容でした。次回からは必ず見るように心掛けます。
楽しみにしています。 （沿岸支部：朝日不動産 今村正さん）
○（プレゼントクイズは）わかってしまえば「あー」と言うこと
ですが、この道のりが長いこと ･･･
（盛岡支部：㈲本町不動産 菊池孝幸さん）
○（プレゼントクイズは）偶然にも例題と答えが一致しており
得した気分になりました。
（佐藤和人さん）

○平成遠野物語シリーズ「菊池の秘密」興味深く読ませていた
だきました。私の苗字のルーツも知りたくなりました。
（奥州支部：㈲江光開発 及川節子さん）
○大変参考にさせて頂き助かっておりますのでこれからもよろ
しくお願いいたします。
（気仙支部：岩手開発産業㈱ 村上美保さん）
○「平成遠野物語」毎回楽しみにしてます。堀切さんの多才ぶ
りに驚かされます。ご多忙中、大変と思いますが、今後とも
宜しく･･･。
（盛岡支部：㈲本町不動産 武田久子さん）
○「トラブルから学ぶこと」が自分に一番身近な話題で勉強に
なりました。
（匿名希望）

編 集 の 窓
今年は寒すぎて、ただでさえ肩こりで困っているのに、益々
堅くなって、マッサージに行くと「どっかで一回揉んでもらって
から来てくれ」と言われる始末 ･･･
温泉の自炊部に 1 ヶ月ぐらい何も考えることなくボーっと滞
在してみたい。沖縄あたりにゆっくり滞在してみたい。ハワイ
のビーチでおねーちゃんを眺めていたい ･･･

なんて不埒なことを考え始めたら、いくらか肩こりも和らいで
きました。
せめて、この広報誌だけは肩こりを気にせず気楽に読めるよ
う気を遣ったつもりですが ･･･ でも、大事なところは気を張って
読んで下さいね！
（広報流通副委員長 小野寺尚）

23

イーハトーヴ

プレゼントクイズの賞品
今回のクイズの賞品は

奥州市江刺区の菊正堂様より

を３名様にご提供
いただきました。

有限会社

ホテルニュー江刺
新館イーズ

菓子処 菊正堂

ホーマック
しまむら

沢

イオン江刺
ショッピングセンター

江刺中央体育館 ↓至水沢江刺駅

23ページのクイズを解いて、どしどし応募してください！

［応募要項］

ハガキに必要事項を明記してご応募ください。

● クイズの答え
● 住所・氏名・電話番号

どなたでも
ご応募
できます！

正解者の中から抽選で賞品をお送りいたします。
● 締切り
● 宛先

● 情報誌イーハトーヴのご感想

岩手県不動産会館
㈳岩手県宅地建物取引業協会

事務局

（紙上で紹介することがありますので、匿名希望・ペンネームの方は必ずお書き添えください）

㈱光文社

Vol.103 プレゼントクイズの答えと当選者発表
●答 え
気
● 当選者 【プレゼント賞品】ホテル紫苑 温泉入浴券 4名様
  及川節子さん（奥州支部：㈲江光開発）  
髙橋力さん （盛岡支部：㈱高建工業）
村上美保さん（気仙支部：岩手開発産業㈱） 武田久子さん（盛岡支部：㈲本町不動産）おめでとうございます！

印刷所

（会員の方は商号もお書き添え下さい）

平成24年5月11日
（金曜日） 当日消印有効
〒020-0127 盛岡市前九年一丁目9番30号

ＴＥＬ ０１９（６４６）１１１１

水

←

薬王堂

岩手県不動産会館

〒023-1113
岩手県奥州市江刺区中町1-12
TEL：0197-35-2022

発行所 社団法人 岩手県宅地建物取引業協会

ホテル
ニュー江刺

盛岡市前九年一丁目９番３０号

●明治記念館

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岩手地方本部

奥州市役所
支所

〒０２０ ０
—１２７

至北上↑

影山明仁

当社では大正の創業以来、お客様に心か
ら楽しんでもらえるお菓子づくりにこだ
わってまいりました。
ひとつめのこだわりは、「安心」です。
菓子の基本材料である「餡」にこだわり、
国産小豆のみ使用し炊き上げから自家加工をしております。もちろん、他の原材料も安心できるものを厳選して
おります。
ふたつめは、「手作り」です。職人の技を生かした「少量多品種」にこだわり、その日に販売できる量しか作
りません。また、ひとつひとつ手作りでの生産を致しております。
みっつめは、「味わい」です。お客様に満足いただける商品にこだわり日々取り組んでおります。これまでに
もたくさんの当社オリジナル商品を開発してまいりました。また、販売中のお菓子についても、お客様が喜んで
いただける甘さの程度や風味であるかなどの探求を続けております。
今回の商品は、スイスのエンガ谷地方に古くから伝わるクルミのタルトをアレンジし、より美味しく焼き上げ
ました「陸奥の王者（エンガディナー）」です。ぜひご賞味ください！

会長 多田幸司
広報流通委員長

3時のおやつに県内の銘菓でホッと
一休みしてはいかがでしょうか！

宅建いわて vol.104 発行人
２０１２年４月
編集人

くるみタルト
（4個入）

