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〔表紙〕作者より一言
この時計の針が 動き出してから2012周。
私が生まれてから まだ たったの50周。
そんなことは さておき、
さあ 2013周目のスタートです！
今年はヘビ年 細く長～くガンバリましょう。
夢に向かって････ね。

ハトのマークについて
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。

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。

新年のご挨拶
社団法人岩手県宅地建物取引業協会
会

長

多

田

幸

司

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、ご健勝にて新年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。
平素は、会務運営にご理解、ご支援をいただきますとともに、格別のご指導とご協力を賜りまして、円滑な組織運営
ができましたことに厚く御礼を申し上げます。
東日本大震災から 2 回目の新年を迎えますが、被災地では、高台移転の用地買収が平時の仕組みでは対応できないこ
とや区画整理に伴うまちづくりに時間がかかり過ぎ、復旧・復興は遅々として進んでおらず、住宅や街の復興へ向けて
大きな課題に直面しております。
このことから、被災者を始め県民の皆様に安全かつ安心に暮らしていただくために、希望に叶う土地や住宅をいかに
供給していくかが我々の務めであります。沿岸部におきましては、土地の確保が非常に困難であり、今後見込まれる需
要に対し、僅かしか手当てが出来ていない現状です。これまでのように道路があり、宅地があるという前提で土地を探
すことでは困難であり、新たな開発と宅地造成が不可欠であります。「いつまで待てばいいのか」、「実現できるのか」
という被災者の希望を繋ぎ、切なる願いに応えていくためにも、被災者と行政と我々業界がタッグを組んで、ビジョン
を打ち出していくことが必要と考えております。
そして、住まいだけではこの問題は解決しません。地元に戻ることが出来ても仕事がなければ住宅建築の決断が出来
ないのです。漁業でも、漁業に関連した加工業でも、企業誘致や産業を興すことで、一日でも早く地域の雇用環境を整
え復興に繋げていって欲しいものと願っております。
一方、被災地から国内経済に目を転じますと、このまま日本全体の経済が良くならなければ、土地も動かないし、建
物も建たず将来の不安が解消出来ません。新年は、デフレ解消と景気回復の年になって欲しいものと期待しております。
失われた 20 年と言われますが、「今年こそは変わる」、「切り替えの年なんだ」という意気込みで、前に進んで行けば道
は開けます。そして、景気が回復し、環境が整った暁には、企業の設備投資や個人の住宅建築の意欲も湧いてくるはず
であります。
人類は有史以来、ずっと経済を発展させ、暮らしを豊かにして参りました。我々は、この人間本来の姿を取り戻さな
ければなりません。一方で、個人としても一人ひとりがしっかり仕事に励み、しっかりと資産を築いて将来に不安がな
いよう努めることもまた大切なことであります。
私は、仕事柄全国を歩いておりますが、岩手は何と言っても「水がいい。空気がいい。人柄がいい。」、他にも誇れる
ものがたくさんあります。このような素晴らしい環境で暮らせることは、次世代のためにもとても良いことであります。
今後とも、優良な住まいの供給という使命を果たして参ります。
また、協会としての喫緊の課題でありました、公益法人制度改革の取り組みにつきましては、平成 24 年 5 月の総会
におきまして、「公益目的事業の 50％維持や法人運営等から鑑みて、一般社団法人へ移行することが適当である」との
決議をいただき、同年 8 月 2 日に岩手県知事に申請し、同年 10 月 18 日に岩手県公益認定等審議会から認可の答申を得
たところであります。今後、諸規定の整備を行い、平成 25 年 4 月 1 日に一般社団法人への移行登記を行う予定として
おります。会員の皆様には、これまでの改革に向けてご理解、ご協力を賜りましたことに深く感謝申し上げます。
最後になりましたが、会員皆様のますますのご繁栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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「一般社団法人」移行のお知らせ
～一般社団法人申請に答申下りる。
平成25年4月1日移行登記予定～
当協会は、公益法人制度改革への対応につい

10 月 18 日に同審議会から岩手県知事あてに「一

て、平成 22 年 5 月の第 43 回通常総会において、
「公

般社団法人認可基準に適合する」との答申がな

益社団法人への移行を目指す」ことの決議を得

されました。

て、公益法人制度改革検討特別委員会において、

一般社団法人への移行登記は、平成 25 年 4 月

現状分析と課題抽出や支部のあり方等その対応

1 日を予定しておりますが、移行後は、従来どお

策の検討を行い、その都度理事会に経過報告を

り会員支援に対する共益事業はもとより、地域

行って参りました。

社会及び一般消費者に対する公益事業を積極的

「公益社団法人への移行を目指す」とした方針
は、当初から現状の事業のまま公益目的事業比

に実施して参りたいと考えております。
最後になりましたが、この度の「一般社団法人」

率 50％以上の基準をクリアすることを前提とし

への移行に際しましては、岩手県県土整備部建

てきましたが、検証の結果、平成 22 年度及び平

築住宅課並びに会員各位のご理解、ご協力を賜

成 23 年度の両予算について基準をクリアするこ

りましたことに深く感謝申し上げます。

とができませんでした。
このことから、現状の組織運営や事業運営方
法を維持したうえで公益社団法人へ移行し、安
定的に公益目的事業比率を堅持し続けていくこ
とは困難であると判断いたしました。
その結果、平成 22 年 10 月の第 4 回理事会に
おいて、「決定は先送りするが、一般社団法人を
模索していく」こととされ、平成 22 年 11 月の
第 5 回理事会において、
「一般社団法人を目指す」
との方針が出され、「将来的に公益社団法人への
移行も視野に入れ、一般社団法人への移行を選
択することが適当である」との結論に至りまし
た。なお、平成 23 年度は東日本大震災対応のため、
申請に係る諸準備について中断しておりました。
以上のことから、平成 24 年 5 月の第 45 回通
常総会において、「一般社団法人に移行する」こ
との決議を得、平成 24 年 8 月 2 日に岩手県公益
認定等審議会に申請いたしましたところ、同年
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一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく

届出が必要です！
ご存知でしたか？
Ｑ１
Ａ

届出制度

Ｑ＆Ａ

国土利用計画法の届出制度とは何ですか？
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
国土利用計画法は､ 土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに､ 適正かつ合理的な土地利用の確保を図
るため､ 大規模な土地取引について届出制を設けています。

Ｑ２ 届出の必要な土地取引と､ 届出事項について教えてください。
Ａ 一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に､ 土地の利用目的などにつ
いて届け出る必要があります。
届出の必要な土地取引については､ 一定面積以上※１の大規模な土地について､ 土地売買等の契約※２（対価
の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約）を締結した場合に､ 届出が必要です。
※１

一定面積以上の土地

イ）市街化区域：2,000㎡以上
ロ）イを除く都市計画区域：5,000㎡以上
ハ）都市計画区域以外の区域：10,000㎡以上
なお､ 個々の面積は小さくても､ 取得する土地の合計が上記の面積以上となる
場合には､ 個々の取引ごとに届出が必要です。

※2

土地売買等の契約

売買､ 交換､ 共有持分の譲渡､ 営業譲渡､ 譲渡担保､ 地上権､ 賃借権の設定 ･
譲渡､ 予約完結権の譲渡､ 信託受益権の譲渡､ 地位譲渡など
なお､ これらの取引の予約である場合も含みます。

届出事項については､ ⑴契約当事者の氏名 ･ 住所等、⑵契約締結年月日､ ⑶土地の所在および面積､ ⑷土地に
関する権利の種別および内容､ ⑸土地の利用目的､ ⑹土地に関する対価の額などです。

Ｑ３
Ａ

届出は誰が行うのですか？また､ 届出はいつまでに､ どこで行えばよいのですか？
土地の取得者が２週間以内に市 ･ 区役所､ 町村役場へ届け出なければなりません。
届出は､ 土地の取得者（買主）が行います。
契約（予約を含みます｡）を締結した日を含めて 2 週間以内（たとえば､ 水曜日に契約を締結したら､ 翌々週
の火曜日まで）に､ 土地の所在する市 ･ 区役所､ 町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。
※届出期間の最終日が行政機関の休日（土日､ 祝日等､ 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）である場合には､ 特例と
して､ 休日の翌日（次の開庁日）が期限となります。
※注視区域 ･ 監視区域に指定されている地域における土地取引の届出については､ 契約（予約を含みます。）
の 6 週間前に届出が必要です。詳しくは土地の所在する都道府県 ･ 政令市の国土利用計画法担当課または最
寄りの市 ･ 区役所､ 町村役場へおたずね下さい。

Ｑ４
Ａ

届出をしないとどうなりますか？
届出をしないと法律で罰せられます。
届出をしなかったり､ 虚偽の届出をすると､ 6 ヶ月以下の懲役または 100 万円以下の罰
金に処せられます。

詳しくは土地の所在地の都道府県または政令市にお問い合わせください。
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トラブルから学ぶこと

不動産取引の紛争事例 ⑮

17年前に購入した分譲地に土壌汚染
数年前に知り損害賠償を請求したい
苦情の内容
西田さんは、平成 2 年 8 月、不動産業者Ｙから、代金
910 万円余で土地を買い受け、同日、Ｙとの間で工事代
金を 1,589 万円余とする建物建築の請負契約を締結して、
平成 3 年 5 月、建物への入居を開始しました。
Ｙは、昭和 50 年ころから、石けんやペンキの元とな
る油を生成していたＡ工業の工場北側の土地を造成して
販売を開始していましたが、当時、近隣住民は、悪臭、
工場内の汚泥、水質汚濁等の環境悪化を問題視しており、
造成地内の住民も、Ｙに苦情を寄せていました。
17年前に分譲地を購入し、建物を建てて住んでい

Ａ工業による対策はその後も講じられず、Ｙは、昭和

るのですが、数年前に、この土地に土壌汚染がある

57 年、調停により「Ａ工業は操業を停止し、土地上の油

と知らされました。売主に損害賠償を請求したいの

脂付着物等を除去して明け渡す、Ｙは建物除却費用及び

ですが可能でしょうか。

移転費用等を支払い、工場跡地を購入する」等の内容で

（西田裕志、56歳、会社員）

Ａ工業と和解しました。Ｙは、消臭工事等の悪臭対策を
講じ、工場跡地を 3 期にわたって宅地造成し、順次分譲
しました。
西田さんは、第 3 期の分譲の際に土地を購入しました
が、平成 16 年 7 月、市による上下水道の給排水管の取
替工事が実施された際、油分を大量に含んだ悪臭を放つ
汚泥が発見されました。同年 9 月、Ｙによるボーリン
グ調査等が行われたところ、土壌汚染対策法に基づく土
壌溶出量基準を超えた有害物質が検出され、同月 28 日、
西田さんら工場跡地の分譲地の住民は、汚染の原因やそ
の実態について説明を受けました。
西田さんは、平成 19 年 8 月 31 日、売主として本件分
譲地の履歴等を説明すべきであったのにしなかったなど
として、Ｙに対して、不法行為に基づく損害として合計
5,889 万円余の支払いを求めて提訴しました。
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売主業者に説明義務
不法行為で請求を一部容認
Yの言い分

査内容を説明するか、このような調査をしない場合は、
少なくとも、認識していた上記の各事情のほか、同地中

当社は、本件分譲地の危険性について認識し得なかっ

に存在する可能性のある物質は、居住者の安全を害し得

たのですから、販売の際にその履歴等を説明すべき義務

るものであり、生活に不快感・違和感を生じさせるもの

があるとはいえません。また、西田さんらの不法行為に

であることについて説明すべき義務があったというべき

基づく請求権は時効により消滅しています。

である。Ｙには上記義務違反があり、同義務違反は不法
行為を構成するものである。

相談窓口の考え方
不法行為に基づく請求権は、西田さんが損害を知って
から 3 年で消滅時効が完成することになりますが、本件
はその期間内の請求といえるでしょう。

トラブルの結末
裁判所は、以下のように判示し、西田さん（以下「Ｘ」）
の請求のうち土地売買及び建物工事代金の 50％に相当す
る 1,250 万円および弁護士費用 120 万円、合計 1,370 万円
を認めました。
ＹがＸと契約を締結した際、Ｙは、自身が本件分譲地
を購入する以前、Ａ工業の操業が原因で生じる悪臭や水
質汚濁等が問題視されていたこと、上記問題を解決する
ため、Ｙが本件分譲地を購入するに至ったこと、本件分

トラブルから学ぶこと
本件では、17年も前の売買契約について、売主業
者が土壌汚染についての説明義務を怠ったことによ
る不法行為責任が認められました。同様の事例とし
て、接道義務についての説明義務違反があったとし
て不法行為責任が認められた事例などがあります
が、調査説明義務等をめぐり、不動産業者としては
いずれも留意すべき事案といえます。

譲地がＹに引き渡された際、同地には悪臭が残存してお
り、同地の表面には灰色がかった土が存在していたこと
等について認識していたということができる。また、契
約当時においても、有害物質に関する規制自体は存在し、
油臭による不快感等が生活に支障を生じさせうることも
一般的に認識されていたと考えられる。
そうだとすれば、Ｙとしては、安全性、快適性に関す
るより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調

（㈶不動産適正取引推進機構作成、“週刊住宅”
平成 24 年 10 月 22 日号掲載から転載）
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あなたの町の
宅建協会レポート
盛岡支部
不動産フェア
9 月 23 日
（日）
不動産の日に、
大船渡市の
「マイヤ大船渡店」
において、不動産フェアを開催しました。今年は、東日本
大震災の復興支援を兼ねて気仙支部と盛岡支部が合同で開
催し、不動産無料相談会を実施するとともに、ハトマーク
のＰＲとしてボックスティッシュの配布を行いました。
相談内容は、震災後 1 年 6 ヶ月が過ぎ、生活が落ち着い
てきたせいか家族連れで訪れ、移転新築の物件相談が数多
くありました。
しかしながら、会場地の周辺を見れば、復旧・復興には
まだまだほど遠く、相当の支援が必要と感じられました。
盛岡支部としても何かお手伝いできることがないか、考え
ていかなければならないと思います。

気仙支部との合同開催となったフェア会場の様子

芋煮会
10 月 17 日（水）午後 6 時半より三寿司総本店にて芋煮
会を開催しました。
花巻への日帰り温泉旅行を企画したところ、思いのほか
参加申込み状況が振るわず、急遽、この企画に変更となり
ました。名前のとおり、一人一人のお席には、ゴロゴロと
お芋の入った芋の子汁が用意されました。また、納涼会や、
新年会でおなじみのじゃんけん大会も行われ、今回はフルー
ツの他、手作りパンやケーキ等の賞品も用意され、獲得し

た方からは「明日の朝食にちょうどいい！」という声も聞こ
えてきました。
会場には、初めて参加され雰囲気を味わっている方や久
しぶりの参加ということで、懐かしい方々との再会に話も
弾み終始賑やかな雰囲気のなか、おいしいお酒を飲まれて
いたようでした。

豪華賞品獲得のために白熱したじゃん
けん大会

会員間の親睦も深めました

ボウリング大会
11 月 6 日（火）午後 6 時半より、盛岡市上堂のマッハラ
ンドにおいて恒例のボウリング大会を開催しました。
今年は昨年同様やや少なめで 34 名の参加となりました
が、いつもご参加くださる方の他、
「何十年かぶりにやるよ
～」とちょっと不安げな表情でスタートしながらも、終わっ
てみれば、賞品をゲットするほどの高得点で、驚いている
方も。苦手と思われて参加されない方！才能が開花する日
が来るかもしれませんよ。来年はぜひ皆さんもご参加くだ
さいね。

参加者一同で記念撮影

優勝した中村事務局長（中央）へトロ
フィーと賞品が手渡されました。

奥州支部
不動産フェア
9 月 16 日
（日）
ＹＯＳＡＫＯＩ in 水沢に合わせ不動産フェアを開催しました。
県内外から 60 チーム以上集まる岩手最大のよさこい祭りに、多くのお客様が
集まりました。その中に 1 ブースいただき、
ハトマーク入りうちわ 500 本を配り、
残暑のお客様に大変喜ばれ、そつなく協会をＰＲ出来ました。
当日は地元紙に会員の一覧も掲載しＰＲに努めました。ただ、不動産の消費
喚起に繋がっているのかとの課題もあり、今後のあり方に検討の余地が残りま
した。
開催後は親睦会を行い、いろいろな情報交換で楽しく過ごしました。
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不動産フェア参加者一同

支部活動報告

花巻支部
不動産フェア
9 月 23 日から 9 月 28 日までの 7 日間、不動産フェアを
開催しました。
内 容
１、昨年度に続き支部会員の店舗で開催した。
２、フェア用品（のぼり旗 1 本､ ポスター 1 枚）を会員
に配布。
３、午前 9 時から午後 5 時まで不動産無料相
談、物件案内等を行う。
４、支部長が視察を行う。
５、終了後結果報告書を提出する。
結果報告
１、報告書提出業者
43 業者中 21 業者
２、内容について

各業者からの感想
・不動産フェアだからといって特別に来社しない。
・相談がある人はフェアに関係なく訪れる。
・業者の姿勢としては必要なフェアと思う。
・旗を見てきたというお客さまはいませんでした。
来場者数
合計 170 人
相談者数
合計 78 人

各店舗ではのぼり旗をたてフェアを開催しました

一関支部
住宅祭
10月20日（土）､21日（日）に一関市主催の住宅祭が総
合体育館で開催され、一関支部も出店しました。
前年度同様に物産販売を行う商工祭や餅フェスティバ
ル､バルーン遊泳のイベントも同時開催され両日で52,000

住宅祭会場の様子

久慈支部
支部研修旅行
恒例の研修旅行は、八戸・三沢方面へ11月3､4日の一泊
二日の日程で15名参加で開催しました。八戸市の大震災後
の復興状況など視察しました。大震災の津波によって打ち
上げられた漁船など、まだ撤去されずに残っている状況で
した。復旧は進みつつあるようですが、復興までにはまだ
時間がかかる様子でした。
毎年、研修旅行は「酒の旅」となるのですが、今年は近

人の人出で大変賑わいました。
支部のブースでは物件情報展示と不動産相談会を設け
来場者へ協会のアピールを行いました。
支部研修旅行
本年は花巻市の幸迎館へ行き宮大工の建築物を見学し
て来ました。
参加会員が少ないのが残
念でしたが、旅番組のロケ
があり芸能人との遭遇に驚
きながら楽しい一日を過ご
してきました。
参加会員一同で記念撮影（研修旅行）

場の為かバスの中ではあまりお酒がすすんでないようでし
た。宴会では、お酒
もすすみカラオケな
どで大いに盛り上が
りました。温泉に入
り、日頃の疲れも取
れいい休養となりま
した。
参加会員一同で記念撮影（研修旅行）
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あなたの町の
宅建協会レポート
二戸支部
不動産フェア
二戸支部の不動産フェアは 10 月 20 日（土）
､ 21 日（日）
の 2 日間ニコアショッピングセンターのカシオペアホール
で開催しました。今回は新聞広告の折り込みチラシと地
元のカシオペアＦＭにフェアの宣伝をしてもらい、今回も
建築士事務所協会二戸支部、建築士会二戸支部と共催し、
岩手県と二戸市の担当課から参加していただきました。
フェアでは午前と午後も相談窓口を設け、来場するお
客様に宅建協会のハトマークが入った二戸支部のティッ
シュ、本年度の地価が表示された不動産マップ、ヘリウム
ガスでカラフルな風船を用意し家族連れに配布しました。
来場されたお客様は若い方も多く、展示物件を見ては物件
を撮影するお客様も見られました。21 日には本部から影
山常務理事がお見えになり二戸支部の活動の様子を視察
されました。本部からお見えになった事は私どもにとって
も励みになりました。
2 日間で 500 人の来場があり、私どもの公益事業である
不動産フェアは二戸支部の重要な活動の一つ。今後も地
域密着の活動を継続して行きます。

支部活動報告

浦の不老ふ死温泉を目指し 17 名が参加しました。道中は
見所が満載で太宰治の生家、斜陽館は 19 部屋もある大地
主の住居。大切なお客様を通す部屋には床材にケヤキを
採用するなど多額の費用を投じた大豪邸を見学。間取りや
部屋の配置等カメラで熱心に撮影していました。
不老ふ死温泉は日本の人気温泉 10 選の宿で予約困難な
宿として知られます。人気の露天風呂は海のそばにあり、
茶褐色の源泉かけ流しのお湯は強烈な塩分を含み、保温
効果が高く入浴者に満足を与えてくれました。
懇親会では海の幸がふんだんに用意されフェアの慰労
会も兼ねて盛大に開催されました。
翌日は世界遺産、白神山麓の十二湖を散策、そこから五
能線リゾート ｢しらなみ号｣ に乗り換え、海岸線の荒波が
押し寄せる風景を堪能しました。
映画の主人公にもなった犬、わさおがいる菊谷商店では
軽トラックに乗った犬と記念撮影し、わさおも上機嫌で私
たちを喜ばせてくれました。その後、岩木山神社、弘前城
の菊祭りを鑑賞し今回の研修旅行は終了しましたが、参加
者から是非来年も実施して欲しいという声が多く出た実り
ある研修旅行でした。
※注：白神山地の麓にあるので、白神山麓という表記にし
ました。

今年も盛況となった不動産フェアの様子

支部研修旅行
二戸支部の研修旅行はフェアから一週間後、青森県深

参加者一同で記念撮影

気仙支部
不動産フェア
気仙支部では不動産フェアを、9 月 23 日（日）に盛岡
支部の皆さんと合同で開催しました。大船渡市大船渡町
のマイヤ大船渡店のふれあい広場を会場としました。新聞
の折り込み広告を行い、
不動産無料相談窓口を設けました。
来場者の相談内容に対し、
親切丁寧に対応しました。また、
盛岡支部の皆さんとご一緒だったため、雑談を踏まえなが
らいろいろな情報交換の場となり、交流を深めることがで
きました。盛岡支部の皆様、大船渡までお越しのうえご参
加いただきまして、ありがとうございました。
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無料相談窓口へ訪れた相談者の
方たち

映画の主人公となった犬「わさお」と
ご対面しました

こめんと
バトンタッチ
Vol.106 のラストコメンテーター、㈱北日本
土地盛岡店の滝沢さんから㈱サウス・ウィ
ングの中西彩智恵さんにバトンタッチ！

「 祭り 」

「 入院 」

中西彩智恵さん（265 人目）
㈱サウス・ウィング（盛岡支部）
盛岡市大通一丁目 6-18 TEL019-626-2600

祭りは私の生きがいです。一年に一度、身体と気力が続く限
り、参加し続けたいと思います。
私が祭りに参加したのは、知人に誘われて参加したのがきっ
かけでした。最初は正直、あまり気が乗らず、嫌々準備を手伝っ
ていたことを思い出します。同年代の参加者は少なく、最初は
居心地が悪くて適当な理由をつけて手伝いに行かない日も多々
ありました。でも何回か顔を出しているうちに、年配の方から
子供さんまで、皆さんの温かさに触れ、徐々に進んで足を運ぶ
ようになっていきました。
学生時代、部活という部活には所属せず過ごした私は、大人
数で何かを作り上げるという経験がありませんでした。祭りを
通して、皆で一つのことをやり遂げるすばらしさを学んだ気が
します。
そして祭り当日。初めて内側から体験した祭りは、自分の人
生で初めての感情が様々生まれるのを自覚できました。
人間の熱気と自然の熱気が一体となり、大人も子供も一つの
人間として光を放つ。全員の気持ちが一つになる心地よさを、
私は初めて知りました。
今では、祭りの時期が待ち遠しく思うほど祭りに惹かれてい
ます。
祭りに関わる全ての事が私を成長させてくれる宝物です。

ンタッチ！
田上さんにバト

「 息子 」

田上健司さん（266 人目）
㈱寿広（盛岡支部）
盛岡市南大通三丁目 9-35 TEL019-624-0044

私には生後５ヵ月になる娘がいます。生まれてから何事
もなく成長してきましたが、ある日オムツを取り替えてい
るときに便の様子がおかしい事に気が付きすぐに病院へ連
れて行きました。診察の結果はミルクアレルギーによる腸
のただれで、市販の粉ミルクが体に合わなかったようです。
即入院となり、急な事で心配よりも先にびっくりしました。
診療の際に、私の娘は平均よりふっくらしているのでな
かなか手足の血管が見えにくく、５回くらい何度も針をさ
してやっとの事で点滴ができました。いつも以上に大声で
泣いている娘を見て、落ち込むというか悲しい気持ちにな
りました。
赤子は話す事での意思の疎通ができないものですから、
泣き方の状態や小さな異変についても見逃さないよう徹底
しないといけないなと改めて思いましたし、今まで気付か
なかった自分がすごく情けなくなりました。
それと同時に、今まで親という実感があまりなかった私で
すが大事な命をしっかり守らなければと考えさせられました。
お風呂に入れるのは毎日の日課ですが、他の事は妻に任
せきりになっているのがほとんどなので、今後は娘との時
間をもっと大切にしていきたいなと思いました。

ンタッチ！
片桐さんへバト

「 10年前､現在､10年後… 」

片桐淳一さん（267 人目）
積和不動産東北㈱盛岡営業所（盛岡支部）
盛岡市本宮 2 丁目 1-3 TEL019-635-4000

平成24年10月に待望の第一子が誕生しました。
立会をした出産では、妻の、女性の強さを痛感し、感謝
の気持ちが強くなり、陣痛に耐える妻の背中をさするもう
まくいかず、自分の無力さに嫌になりそうでしたが、実際
に元気な産声と共に産まれてきてくれた我が息子を見た瞬
間、この家族を守っていけるのは自分しかいないと確信し
ました。
今は毎日寝付かない我が子を抱き、少しでも妻が寝られ
る時間を作ってあげることや、たまには一人で外出できる
ような環境を作ってあげる努力を、手探りながら実践して
いる状況です。なかなか理想通りにはいきませんが、少し
ずつコツのようなものをつかんできた気がしています。
今まで自分が両親から受けた愛情より強い愛情をもって
全力で子供と向き合う、そんな親でありたいと思います。

ンタッチ！
岩島さんへバト

岩島理恵さん（268 人目）
㈱アート不動産開運橋通店（盛岡支部）
盛岡市開運橋通 3-44 TEL019-629-3010

私は1987年生まれで、いわゆる「ゆとり世代」のトップバッ
ターです。25年間生きてきて、一番記憶として色濃く残ってい
るのが中学時代の3年間。私の実家は盛岡市湯沢という場所に
あります。吹奏楽に勤しみ、毎週月曜はジャンプの日、プリク
ラ大好き、友人達と毎日手紙交換をして、勉強も真面目にやっ
ていた普通の中学生でした。スカートも長かったし･･･。基本
的に田んぼのド真ん中から山の麓に帰る様な生活なので、平和
な学校だったと思います。男女問わず仲が良かったです。
今も皆で集まることがよくあり、本当に友人に恵まれたなあ
と心から思います。たまに叱られたりします。この歳になる
と、ちゃんと自分の事を叱ってくれる人って貴重です。ありが
たいなと思います。今はそんな友人達と10年前とほとんど変わ
らない付き合いですが、10年後は･･･とりあえず皆幸せになっ
ていたらいいなあと思います。自分も含めて･･･♪

トンタッチ！
の高橋さんへバ
部
支
岡
盛
は
次
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File No.04

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一氏。彼が見たものは全て世界に誇れるもの。
ローカルのチカラを探して岩手を歩く。

昭和の茶の間

昭和の商店街

三種の神器

映画館

ローマの休日に登場した同型の Vespa を整備する校長

宮古市にALWAYS三丁目の夕日
丸野

一

昭和は遠くになりにけり。ここで言う昭和とは、第

和を懐かしむ映画「ALWAYS 三丁目の夕日」が公開

二次世界大戦後高度成長期の 30 年代。この成長が始

された。昭和の象徴である東京タワーや、首都高の建

まったのはいわゆる神武景気と呼ばれる昭和 29 年か

設・新幹線の開業を踏まえ、さらに東京の下町を舞台

ら 32 年まで発生した爆発的な好景気による。その影

にしたこの作品のスクリーンにはオート三輪・都電・

響で、日本の経済は戦前の最高水準を上回り昭和 31

下町の工場など、活気のある街が描き出され、金の卵

年の経済白書に「もはや戦後ではない。」と記録された。

といわれた集団就職者、第一次ベビーブームで生まれ

一般庶民の生活のレベルも上がり、三種の神器（冷蔵

た団塊の世代のノスタルジーを刺激してヒットした。

庫・洗濯機・白黒テレビ）が出現。その後も、岩戸景

さて、岩手県にも ALWAYS 三丁目の夕日に登場

気・所得倍増計画・東京オリンピック・大阪万国博覧

するような街並みがあることをご存じだろうか。国道

会などの政策・イベントの好景気と小さな不況を繰り

106 号線、宮古市箱石駅近くから見える廃校、旧川井

返し、日本は安定的な経済成長を成し遂げ、順調にこ

村村立箱石小学校に“昭和”を詰め込んだ「昭和の学

の時代に移行することが出来た。

校・箱石校」がある。

年号は平成に代わり、バブル期を経て現在の日本が

“校長”を務めるのは照井正勝さん。もともとはア

ある。経済など混迷するときにあって、2005 年、昭

ンティークのコレクター。小さな資料館を運営し、展
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診療所

実家の雑貨屋さんをイメージ

母の経営していた美容室を再現

示会を催したりしていたが、そのコレクションの数が

美容室を経営していたから。その自分にとって懐かし

増え、保管・公開する場所に苦慮しはじめて常設展示

い風景を残したかった。もちろん、雑貨屋、理容・美

できる場所を探し始めた。

容室の展示もあり、そこにはお母さんの理容師免許が

「場所はどこでも良かった」と校長。北海道から青森、

掲げられている。
季節によっても展示が変わる。例えば三月、桃の節

岩手県内各地をとにかく探し歩いた。
ある日も物件を探していたけれどもなかなか条件の

句では、校舎内の大階段に所狭ましと雛人形が並び、

合うものが見つからなかったが、自宅へ帰る途中、偶

とても壮観な眺め。まだまだ増殖するコレクションに

然廃校になった箱石小学校を発見し気に入った。その

よって時には模様替え。過去には、ビートルズのレコー

足で旧川井村役場へ車を走らせ、この地に開校するこ

ドや映画のポスターなどに特化した企画展も開催。何

とを決めたそうだ。

度行っても楽しめるよう工夫を凝らしている。

展示されているコレクションの点数を聞かれれば

校名について、
「昭和の学校」だけではなく「箱石校」

15,000 点くらいと開校当時は説明していたが、最近で

と表記しているのにも理由があり、この場所だけに昭

は校長本人も把握できずに「巨万（ごまん）とある」
（多

和の学校があるのではなくほかの地区にもこのような

い意味の副詞）に例え五万（ごまん）とあると表現し

施設が出来て欲しいといった願いからわざわざ分校制

ている。

にしたのだそうだ。

さらに展示方法も注目するところ。多くのコレク

現在、自身が昔の商店街で見た風景・経験を生かし、

ションが商店街の中に納まっているのだ。本屋・駄菓

商店街再生・まち興しの依頼も受けている。やろうと

子屋・タバコ屋・カメラ屋・映画館・診療所など小学

することがなかなか理解されなかったり苦労も多いが、

校内に商店街を作った。どうしてこのような展示方法

各地からのオファーに奔走し、アドバイスをしている。

を考えたのだろう。これには二つの理由があった。ひ
とつは、現在の憂慮すべき商店街の姿。昔はこんなに

昭和は既に過ぎ去ってしまった。しかし記憶にとど
めておくことは出来る。

元気だったのだよとのメッセージ。もうひとつは校長

少し薄れてしまったその記憶を呼び戻せる場所。昭

の生い立ち。実家が雑貨店で、尚且つお母さんが理容・

和に戻ることの出来るタイムマシンがここにはある。

《入学・問い合わせ》
「昭和の学校・箱石校」
照井正勝 校長
開校時間：〔夏季〕 9：00 ～ 17：00
〔冬季〕10：00 ～ 16：00
お休み：毎週火曜日、年末年始
入学料：大人 500 円、小学生 300 円
所在地：〒 028-2304 宮古市箱石 5-15
電話番号：0193-74-2002

校長の照井正勝さん
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「13 回忌」
か

第 20 話
（最終回）

い

き

そろ

なんとか全員揃った。
七回忌に「次も皆んなで !!」と約束しあったものの、決して平坦な道の
りではなかった。

おそ

ちゅうふう

危機は東京の二女夫婦を襲った。昨年夫は「中風」で杖を友とし、姉は 3 月に心臓を手術した。
明日は手術という夜の夢に父と母が病室の枕もとに立った。死んでも心配の種はつきない。終始無言だったが、
「笑顔にどれだ
たいない

かえ

け励まされたことか」
。
「親思う心にまさる親心」か。
「母の胎内に還ったようにやすらいだ」と言う。
母の 13 回忌は必ず行く。それを合言葉にリハビリに励み、今では日常に支障がない程に回復した。しかし 9 月 2 日が近づくに
つの

あきら

つれ不安が募るばかり。一時は諦めかけたが、長男が付添って実現にこぎつけた。
ふんべつ

かくべつ

もし他の年忌法要だとしたら、
「無理しなくてもいいよ」と分別を言いたいところだが遠野の 13 回忌は「格別」なのである。
く どく

ごくらく ゆ

ざいれき

えんまちょう

てん ち

何が格別かというと、出席した遺族は功徳として「極楽行き」が約束され、更に仏の罪歴が「閻魔帳」から消される、天地の記
念日なのだ。
し ゃ か さま

いわ

し せいじん

お釈迦様でも罪を犯す。況んや市井人をや。お袋にどんな罪があったか分からない。戦後に 5 人の子を育て上げた母、言えない
辛さ苦しみの中、道ならぬ道を歩んだことも一度や二度ではなかったはずだ。
か ふく

あざな

なわ

ごと

まれ

きっこう

「禍福は糾える縄の如し」
。大悪人など、きわめて稀な例外を除いて善悪は拮抗する。
てんびん

め かた

ついぜん く よう

その天秤に目方を加えるのが「追善供養」であろう。
めいかい

かしら

え げ

ちょうあく

「会下の十王様」である。懲悪が
遠野の冥界を支配するのは、閻魔大王を頭とする、

なりわい

ぎょうそう

生業で、十人十色仏とも思えない恐ろしい形相をしている。一方、子供と遊ぶのが大
好き、また病気の家の田植えを泥まみれになって手伝ったり（遠野物語拾遺 68 話）と、
よ そ

「人は見かけによらぬ」
というが、
仏様もそうだ。
他所にはない優しい一面も持っている。
「運よく」極楽へ行けたとしても罪が消えるわけではない。罪の意識は生々世々

おり

「澱」となって仏を悩ます。

かいこん

ねん

と

はな

しかし本日、
「会下様」のお計らいで「悔恨の念」から解き放される。晴れて「一人
どうげんぜん し

とき

はたち

「斎」
（会食）は母の二度目の「20 才」のお祝
前の仏」として道元禅師の弟子となる。
いなのだ。

はず

うま

今回は和風コース料理。この方式は「間」ができて話が弾み実によい。旨いと定評
お い

「茶碗蒸し」だけは母に軍配 !! なにしろ
の店だけにさすがにどれも美味しかった。が、
ゆいつ む に

「お袋の味」だ。
自慢の一品。味は舌を通り越して全身に染みている。唯一無二、

舌鼓（したつづみ）を打ちながら想い出話に花が咲く。
母がこの場にいたらどんな顔をするだろうか。
「おしょ
すがらやめでけろ」と言うだろうな。
（幸福な人だ）お
陰でいい供養になった。
しかし、ただ一つ不満がある。お寺、お墓そしてこの
かげ

会場にも未だに「母の影」がささないのだ。

閻魔大王と九人の仏たち

会下の十王堂

は す

き おく

「おっ
一周忌にはオニヤンマ、三回忌は蛇に化身し、七回忌では蓮華を見せてくれた。今回、あまりの期待に気後れしているのか。

かあ

母気軽に出て来い 13 回忌 !!」
くせ

どころ

「一時は 10 人もいたから名前や顔より、主婦としては数が便利、安心のより処だった
座は母の「人を数える癖」に及んでいた。
んだろうね、ごちゃごちゃいたからね」などと盛り上がっている。
ち すじ

、
「必ず何かやる」と信じる私は、ふと、宮澤賢治の「目に見えるものが本当のこととは限らない」の一節を
「演技派はわが血筋」
思い出した。
「いるべき人がいるだけなのに 1 人少なかったり多かったりする」ことがままあるという。
もしかして、
「私が主役」とばかりちゃっかり席にいるかもしれない。
そ～っと数えてみた。一、二、三、･･･ 十「？」一人多い。落ちついてもう一度、同じ。
「や、やった」と思った瞬間謎が解けた。
いさ

くしょう

ひら

当り前だ、前回いなかった付き添いがいる。勇み足に一人苦笑。その後も何事もなくお開き。
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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。

二女夫婦は長男の都合もありその足で帰るという。汽車の時刻まで 50 分程、家を往復するには半端な時間だ。盛大な見送りを
企画していたが、姉は「気持を落ちつかせゆっくりしたいから」と言うので駅前で別れる事にした。しかし先に帰っては心が残る。
ど こ

何処へ行くあてもないまま、何かに導かれるように新装になった駅向いの観光物産館に入った。館内をひやかしているうちに小雨
が降り出した。
「別れの雨」悪くないな。
（しかし天気予報に
はなかったナ）
あまやど

「こうなったら
雨宿りをしていたら間もなく発車の時刻。
皆んなで見送ろう。
」しかし今更ホームに入るわけには行か
ないので、駅舎とカッパ交番の間の駐車場に陣取ることにし
た。
「帰ったと思ってるから気づかないかもしれないね」
、
「反

カッパの雨傘

対側に座っていたら見えないよ」
、
「携帯に電話しようか」い

名物「カッパ交番」

やいやそれでは味気ない。
「ドラマチック」がわが家の信条だ。あくまで「ハプニング」で行こう !!
昔、祖父が釜石に嫁いだ娘が帰る時、ホームで天皇陛下の時のように気をつけ
いわもと

バンザイ

さんしょう

いとこ

「子供心にも恥ずか
の姿勢で声高に「岩元トヨ子万歳」を三唱した。従兄たちは、
うれ

しかったが、母は嬉しそうだった」と今でも時々口にする。
「バンザイ」はどうかな !! 正直私にもそこまでの勇気はなかったが、提案は見事
いっしゅう

し あん

（何かいい方法はないものか）その時、思案の先に傘が十数本備
に一蹴された。
えてあるのが目についた。観光客用のもので自由に使って市の施設ならどこへ返
してもよいという。
（へえ～、遠野もなかなかやるもんだ）ぼんやり見やっていた。
おおぶり

河童の皿をあしらった派手な大振の傘だ。
「あの傘を使えば !!」
い く どうおん

いいいいそれはいい。絶対目立つ。あれなら反対側からだって気が付くよ。

さっそく

「気が付いてくれればいいな、気づいてくれよ」神仏に祈った。
異口同音に賛成した。早速一本ずつ手にして所定の場所へ。
き てきひとこえ

けんこんいってき

こうけい

からぶり

「乾坤一擲」７本の雨傘が踊った。はた目には異様な光景だったろう。しかし、空振した時の
汽笛一声、ホームを滑り出した。

こっけい

たか な

「ドキドキワクワク」いたずらの時のように心臓が高鳴る。
滑稽さなど少しも考えなかった。
は

「笑顔笑顔笑顔」
「ヤッタヤッタ大成功 !!」こちらも負けじと笑顔で大きく手を
二輛目の車窓に 3 人の顔が大きく貼りついていた。
振った。
その晩、
「無事着いた」と電話。声がはずんでいる。

みちひろ

「凄んごく目立ってすぐ気づいたよ。やはり行ってよかった。会社の出張が重なりそうだった道弘（長男）が行けるようになった
のも功徳かもしれないね。あんな見送りされたの私たちしかないよね。一生の想い出、ありがとう」と泣ぐんだ。
家に帰っても興奮さめやらず、
「いや～本当にいがったな」
それにしても傘とはよく気がついたもんだ。
「言い出しっぺは姉
（長女）
っ
ちゃんだべ !!」ところが「私じゃないよ」と言う。
「あれ、姉っちゃんだと思ったがな」
じゃ～だれ！と見回すと、
「私でもないよ私でもないよ」とみんな首を振る。そのくせ、みんなが聞いている。
みみ な

思わず返事をした、違和感のない耳慣れた声。
だって他に ･･･。
「あっ、あ～、母っちゃん、お、お見事 !!」
平成遠野物語 あとがき
つまづいて転びそうになり、水を取り損ね、はたまた腹痛をこらえての 42.195 キロ。
「ふらふら」ながらゴールにたどり着けたのは、沿道の会員の皆様の暖かいご声援、
そして名伴走者・東山さんのご尽力の賜もの。心から心からお礼申し上げます。
堀 切
初
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第3回宅建業者研修会を開催

講師の佐々木正勝氏

一般の大家さんも多数参加され盛況となりました

きました。
参加者の半数は一般の大家さんたちでしたが、賃
貸住宅管理における問題点などわかりやすく説明が
あり、大変有意義な研修会となりました。

第４回宅建業者研修会を開催
10月22日（月）花巻市文化会館において、第4回
宅建業者研修会が開催され、104名（会員103名、一
般の方１名）の方が参加されました。

研修の模様

講師の髙川弁護士

今回のテーマは、宅地建物取引においてトラブル
の原因ともなっている重要事項説明書の作成につい
て、深沢綜合法律事務所の弁護士 髙川佳子氏を講
師にお迎えしご講演いただきました。
研修では、重要事項説明が不十分なため
に起こったトラブル事例が紹介され、トラ
ブルの未然防止のため、重要事項説明書を
作成するときの留意点について詳しくお話
しいただき、みな熱心にメモを取るなど講
師の話に聞き入りました。

平成 24 年度新入会員研修会を開催
11月8日（木）盛岡市のふれあいランド岩手にお
いて、平成24年度新入会員研修会が開催されまし
た。研修の内容は、新入会員の心構えから日常業務
を中心に行われ、また対象者も、当協会の新入会員
はもちろんのこと、希望があれば既存会員
（従業者含む）でも参加でき、さらに当協
会の会員以外の方で新規に開業された方も
参加できることから、毎年好評の研修会と
なっています。
今年度も37社より53名の方が参加されま
した。そのうち既存会員20社より31名の方

が参加され、宅地建物取引業務の基礎を改めて学ん
でいかれました。新規会員のみなさんだけでなく、
既存会員の皆さんもこの研修会をご利用し、日常業
務へお役立てください。

研修委員の方々が講師を務めました
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新入会員だけでなく既存会員の方も
多数参加しました

i n f o r m a t i o n

９月 28 日（金）久慈市文化会館アンバー
ホールにおいて、第３回宅建業者研修会が
開催され、64 名（会員 31 名、一般の方 33
名）の方が参加されました。
講師に一般社団法人全国賃貸不動産管理
業協会 理事・業務企画委員会委員長の佐々
木正勝氏をお迎えし、「賃貸住宅管理につ
いて」と題しまして、各県の主要都市の賃貸住宅管
理対象戸数等の統計をとるなど豊富な資料をもと
に、賃貸住宅管理に係る社会経済の変化と管理業の
必要性や管理業者の在り方等についてお話しいただ

平成24年度相談員研修会を開催
12 月 7 日（金）岩手県不動産会館にお
いて標記研修会が開催されました。
講師には当協会の顧問弁護士である八木
橋伸之氏を迎え、各支部相談員と苦情相談
委員会・研修委員会の委員が出席し研修が
行われました。
この研修会は例年、各支部・研修委員会・
講師の八木橋弁護士
講師へ質問する相談員
苦情相談委員会より事前に挙げられた質問
かりやすく回答していただき、また活発な質疑応答
事項に対して講師が回答する形式で行われますが、
が行われ有意義な研修会となりました。
今年も日頃寄せられた相談事例について講師より分

全宅保証「会員之証」の有償交換のお知らせ
全宅保証は、平成 24 年 4 月 1 日より公益社団法人へと移行し、名称は「社団法人全国宅地建物取引業保証
協会」から「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」へ変更となりました。
これに伴い「会員之証」の名称の表示変更について、移行前に入会した会員に対し「公益社団法人」の
シールを配布することにより対応させていただきましたが、「公益社団法人」と表示された「会員之証」と
の交換を希望する会員へ有償交換を実施することになりました。交換を希望する方は下記によりお申し込み
ください。
〔受付期間〕 平成24年11月1日より平成25年1月31日まで
〔申込方法〕 全宅保証ホームページ（http://www.hosyo.or.jp/sp_member/）からのWeb申込みまたは
FAXによる申込みの２種類
〔費
用〕 １枚5,000円（送料・代引き手数料・旧会員之証廃棄料等含む）
〔支払方法〕 配送業者（佐川急便）の代引きによる決済
※領収書は、配送業者の送り状が領収書となります。
〔配送時期〕 申込みからおよそ3週間
〔そ の 他〕 旧｢会員之証｣は、原則、新｢会員之証｣の配達時に配達員が回収します。
会員之証を紛失してしまった会員は、
「会員之証紛失届」に必要事項を記入のうえ全宅保証中
央本部宛FAXしてください。
（紛失届様式は全宅保証ホームページよりダウンロードしてくだ
さい）
※配送・請求の代行はクボタエイトサービス㈱が行います。
【問い合わせ先】
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 中央本部
管理部 担当：小池、有馬
電話：03-5821-8121 ＦＡＸ：03-5821-8200

平成24年度宅地建物取引主任者資格試験
合格者を発表
㈶不動産適正取引推進機構は、12 月 5 日付けで平
成 24 年度宅地建物取引主任者資格試験合格者を発
表しました。
今年度の受験者数は全国で 191,169 人、そのうち

合格者数は 32,000 人となり、合格率は 16.7％でした。
県内の受験者数は 1,049 人で、139 人が合格し、
合格率は 13.3％でした。
合格されたみなさん、おめでとうございました。

17

宅地建物取引主任者資格登録のための

平成 25 年宅建登録実務講習のご案内
〔申

込〕

下記サイトにアクセスし、受講申込画面で「法人コード」を入力してください。

http://www.kindaika.jp/
〔受講料〕

一般受講料

20,500円（税込）
→

〔法人コード〕

協会会員割引受講料

18,000円（税込）

「ztaku」

協会会員の法人コードは

（半角小文字）

※お申込み画面で「法人コード」を入力すると、上記会員特別割引受講料18,000円でのお申込
みが可能になります。
募集締切

期

9

1/7（月）

期

1/14（月）

通信講座

10

期

1/28（月）

11

期

12

2/11（月）

期

3/4（月）

教材到着後～演習日（約 1 ヶ月間）

演習 / 修了試験

演習：2 日間（会場にて受講）修了試験：演習 2 日目の最終時限（60 分）

修了試験合格後、即日発行！

修了証発行

＊＊メリット＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
○今回より、修了証を即日発行！
○Web申込みにより演習日程がお申込み時に決定！
○マイページ（受講者専用ページ）がさらに充実！修了後も役立つ情報を受講者の方々へ提供！
＊お申込みは今年度もWeb申込みのみとなります。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

宅建試験 5 問免除となる講習です

平成 25 年度登録講習のご案内
―平成25年2月1日受付開始予定―
〔受講料〕

一般受講料

16,000円（税込）
→

１

協会会員割引受講料（後日決定）

期

２

期

３

期

４

期

募集締切

4 月 7 日（日） 4 月 14 日（日） 4 月 29 日（月／祝日） 5 月 12 日（日）

通信講座

教材到着後～スクーリング日（約 2 ヶ月間）

スクーリング／
修了試験
修了証発行

スクーリング：2 日間（会場にて受講）
修了試験：スクーリング 2 日間の最終時限（50 分）
6 月 18 日（火） 6 月 25 日（火）

7 月 16 日（火）

7 月 24 日（水）

【問い合わせ先】
（公財）不動産流通近代化センター・事業推進室
電話：03-5843-2075
〒 100-0014

東京都千代田区永田町 1-11-30 サウスヒル永田町 8 階

http://www.kindaika.jp/

18

i n f o r m a t i o n

8

まもなく

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会

終了します

入会のご案内《入会金無料キャンペーン実施中》

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会は、賃貸不動産管理業の適正化や標準化を図り、業界の健全な発
達に寄与することを目的として（公社）全国宅地建物取引業協会連合会を母体に設立されました。会員数は
全国で約 5000 社（平成 24 年 3 月現在）となっています。
平成 23 年度一般社団法人としてのスタートを機に実施した入会金無料キャンペーンについて、大変好評に
つき平成 24 年度においても引き続き実施しておりますが、平成 25 年 3 月 31 日までとなっております。
協会の事業をご理解のうえ、ぜひ入会をご検討ください。
入会金・年会費…①入会金 20,000 円⇒ 0 円
（キャンペーン中 : 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日まで）
②年会費 24,000 円（月額 2,000 円× 12 ヶ月）
《事業のご案内》
１ 情報提供事業

２
３

４

５

６

７

①協会ホームページによる情報提供
ホームページではリアルタイムの情報提供を行っているほか、会員専用コンテンツ
として各種書式のダウンロード、法令新設（改正）動向や判例解説の掲載、会員店
紹介ページの提供等を行っています。
②会報誌（年 3 回発行）
③ファックス同報（月 1 回）
研修事業
会員を対象とした賃貸管理実務に役立つ各種（無料 ･ 有料）研修会を実施しています。
賃貸不動産管理業サポート事業
［サポート事業］○個人向け ･ 法人向け家賃保証（連帯保証人による人的保証に代わって、賃料債権（家
賃 ･ 共益費）に対して債務保証を行うもの）
○家賃 6 カ月立替払付家賃サービス（借主指定の金融機関口座より月々の家賃等を引
き落とし、会員業者の口座に振り込むサービス）
○夜間 ･ 休日サポート（入居者からの夜間や休日における緊急連絡､ クレーム等に管
理会社に代わり専門のオペレーターが対応）
他
業務支援ツール等提供事業
①会員限定無料法律相談
顧問弁護士による賃貸管理に関する電話法律相談を実施しています。（実施日 ･･･ 毎
週月曜日）
②賃貸不動産管理に関する各種出版物の提供
実務に役立つ各種出版物を発行し、配布しています。
③斡旋事業
メーカー企業と提携し、会員価格での物品斡旋を行っています。
（例／住宅用火災警報器､ 土嚢 etc.）
賃貸住宅管理業者登録制度への対応
国土交通大臣告示として平成 23 年 12 月に施行された「賃貸住宅管理業者登録制度」
の普及啓発及び登録の支援を行っています。
賃貸不動産管理業務に係る調査 ･ 研究及び新規事業の企画 ･ 策定
賃貸不動産管理業の適正化 ･ 法制化に向け､ 調査研究活動を推進するとともに､ 関係
省庁等へ積極的に提言等を行います。また､ 本会会員の業務を支援する各種ツールを
企画 ･ 策定します。
［策定中のツール等］ 賃貸管理業務マニュアル､ 貸主提案用収支計算ソフト､
賃貸管理業務支援ソフト 他
協賛事業「移住 ･ 住みかえ支援事業」
一般社団法人移住 ･ 住みかえ支援機構（JTI）が行う移住 ･ 住みかえ支援事業に対し、
本会が協賛事業者代表社員となり、協賛事業者の募集を行っています。
【問い合わせ先】
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3全宅連会館5階
電話：03-3865-7031 FAX：03-5821-7330
ホームページ：http://www.chinkan.jp/
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協会の動き

9.3
9.5

岩手県建築住宅課と宅建協会との意見交換会

9.5

第 7 回正副会長会

9.6

第 2 回研修委員会

9.7

第 6 回会計指導

9.10

第 1 回岩手県地域型復興住宅推進協議会会議へ出席（菊池副会長）

9.18

第 3 回東北地区宅建協議会役員会へ出席（多田会長）

9.25

中古住宅流通促進事業説明会へ出席（下河原常務理事、中村事務局長）

平成 年 月１日～平成 年 月 日

24

11
30

20

〔全宅連・全宅保〕合同第 4 回人材育成委員会へ出席（多田会長）

9.28

第 3 回宅建業者研修会

10.1

第 8 回正副会長会

10.2

第 2 回宅地建物取引主任者法定講習会

10.2

９

〔保証協会〕第 6 回弁済業務委員会（東班）へ出席（多田会長）

9.11

9.26

24

〔賃貸不動産経営管理士協議会〕第 5 回運営委員会へ出席（多田会長）

〔全宅管理〕正副会長・委員長合同会議へ出席（多田会長）

10.10

愛知県宅建協会創立 45 周年視察見学会へ出席（多田会長）

10.11

愛知県宅建協会創立 45 周年記念式典・記念祝賀会へ出席（多田会長）

10.11

第 7 回会計指導

10.18

東北地区中古住宅流通促進協議会設立総会へ出席（多田会長）

10.22

第 4 回宅建業者研修会

10.23

平成 24 年度中間監査会

10.25

〔全宅保〕第 8 回弁済業務委員会（東班）へ出席（多田会長）

10.26

〔全宅管理〕全宅連近畿地区連絡会へ出席（多田会長）

10.29

〔全宅管理〕正副会長・委員長合同会議へ出席（多田会長）

10.30

平成 24 年度岩手県暴力団追放県民大会・北上市地域安全推進市民大会へ出席（多田会長）

11.1

第 9 回正副会長会

11.2
11.5

〔全宅連〕第 2 回従業者教育研修制度検討会へ出席（多田会長）
第 3 回広報流通委員会

11.5

〔賃貸不動産経営管理士協議会〕第 7 回運営委員会へ出席（多田会長）

11.6

〔不動産流通近代化センター〕第 2 回臨時評議員会へ出席（多田会長）

11.8

平成 24 年度新入会員研修会

11.8

第 3 回研修委員会

11.13

第 8 回会計指導

11.13

〔全宅連〕不動産実務セミナーへ出席（多田会長）

11.16

〔公正取引協議会連合会〕理事会・第 10 回通常総会へ出席（多田会長）

11.19

〔北海道・東北・甲信越地区連絡会〕第 3 回運営協議会へ出席（多田会長）

11.20

〔全宅管理〕第 4 回理事会へ出席（多田会長）

11.20

〔全宅連〕第 4 回理事会へ出席（多田会長）

11.20

〔全宅保〕第 4 回理事会へ出席（多田本部長）

11.21

〔全宅保〕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）

11.22

〔宅建協会〕第 1 回苦情相談委員会

11.22

〔全宅管理〕会員研修会へ出席（多田会長）

11.27
11.27

国土交通大臣表彰受賞者に対する顕彰（田鎖副会長、下河原常務理事）
〔宅建協会〕第 4 回理事会、
〔保証協会〕第 4 回幹事会
平成 25 年度各委員会の事業計画及び予算について
予備費の使用について

11.28

〔東北地区不動産公取協〕構成団体調査員・規約担当事務局職員・賛助会員に対する研修会へ
出席（多田会長・中村事務局長）
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

ニューフェイス

會下良明 さん

小池康也 さん

平成 24 年９月 1 日～平成 24 年 11 月 30 日

この度は、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。
9月より、遠野市内において開業致しました。未熟者
ではございますが、支部の皆様を始め、協会の皆様から
のご指導を頂きながら、地域の活性化に貢献してまいり
たいと思いますので、宜しくお願い致します。

開発不動産企画（花巻支部）
免許証番号／岩手県知事（1）2458
代表者／會下良明
取引主任者／植村拓也
事務所／遠野市中央通4-10
ＴＥＬ／0198-68-3690
ＦＡＸ／0198-68-3721

㈱フリーダムデザイン（盛岡支部）
免許証番号／岩手県知事（1）2463
代表者／小池康也
取引主任者／小池康也
事務所／盛岡市上田字宇登坂長根49-1
北斗ビル1F
ＴＥＬ／019-661-9311
ＦＡＸ／019-656-7252

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。
当社は、「インテリアから考える住まいづくり」をメ
インコンセプトに、住宅設計施工・インテリアデザイン
業を中心に仕事をしております。
地域にあった不動産業者になれるように努力していき
たいと思います。皆様何卒よろしくお願い致します。

岩手県最低賃金が改正されました！
岩手県最低賃金が、平成24年10月20日より時間額

645円から

653円

となりました。

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

FAX：019-604-1534
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業界の変動

平成24年9月1日から平成24年11月30日まで

変更等
支部

商号又は名称

盛岡 ㈱ファーストエステート
盛岡 ㈱アート不動産
一関 ㈲せんまや不動産
盛岡 北日本地産㈱盛岡駅前大通店
奥州 五郎不動産

盛岡 ㈱ＡＢＣハウス

変更事項

変更前

変更後

所在地
所在地
商 号
支店名称
支店所在地
所在地
電 話
ＦＡＸ
所在地

盛岡市大通三丁目9-3
盛岡市仙北一丁目15-51
㈲東和観光開発
盛岡駅前店
盛岡市盛岡駅前通10-3
奥州市水沢区真城字折居町50
0197-24-5360
0197-24-5360
盛岡市月が丘一丁目26-52 安部ビル201

盛岡市開運橋通4-14
盛岡市本宮三丁目11-11
㈲せんまや不動産
盛岡駅前大通店
盛岡市大通三丁目2-6 KCビル1F
奥州市水沢区南大鐘一丁目78-3
0197-47-4405
0197-47-4406
盛岡市月が丘一丁目26-52

廃業等
支部

花巻
奥州
沿岸
花巻
盛岡
奥州

会員数状況
商号又は名称

㈲花巻ユーエヌホーム
㈲千葉技建
宮信不動産㈲
㈲ＴＡＴＥＳＡＫＡ
㈱ジャスター
日建ハウス㈱

継承による入会
支部

商号又は名称

一関 あべ建築開発

免許証番号／知事（１）2461
代表者／阿部眞昭
取引主任者／阿部えみ子
事務所／一関市厳美町字沖野々145-2
ＴＥＬ／0191-29-2511
ＦＡＸ／0191-29-2583

平成24年8月31日現在会員数 607（正会員533、準会員74）
入 会 者 数
3（正会員３、準会員０）
退 会 者 数
6（正会員６、準会員０）
平成24年11月30日現在会員数 604（正会員530、準会員74）

レインズ利用実績データ
月

9

10

11

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

332
262
38
2
15
71
136
70
69
80
3,726
543

280
217
17
0
29
79
92
63
75
59
3,900
1,036

301
215
38
0
34
67
76
86
70
83
3,541
896

913
694
93
2
78
217
304
219
214
222
11,167
2,475

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
イ
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！

今回は難しいぞ！

≪言葉クイズ≫

漢字２文字の言葉・熟語
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！

（例）

合

期
額 ？ 例
想

（問題）

圧 気 品
本

正解者の中から抽選で巻末の賞品を５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
○前回の漢字クイズは難しかった。ヒントがなければ分
からなかったと思う。（匿名希望）
○いつもながら堀切さんの平成遠野物語を敬意をもって
拝読させていただいています。
（盛岡支部：㈲本町不動産 武田久子さん）
○今回の問題はヒントがなければ解くのに諦めてしまっ

ていたでしょう。闇雲に考えては歯が立たない難問で
した。（佐藤和人さん）
○毎号イーハトーヴをコーヒーブレイクの楽しみとして
待っております。今月号はかけ橋 ｢マヨヒガ｣ がおも
しろかったです。実は私は遠野物語の大ファンです。
（北上支部：マルケイ建設㈱ 高橋敦子さん）

編 集 の 窓
2012年オリンピックで盛り上がったロンドン。この地
で50年前に結成されたロックバンド、ザ・ローリング・
ストーンズの結成50周年コンサートが2012年11月25日、
29日にロンドンで行われ見に行きました。
コンサートの告知も急でチケットの値段も日本円で
二十万円から五万円の高額チケットでしたが7分で完売。
当日は世界中のファンが聖地ロンドンに集結。
平均年齢70歳のバンドが連日とも2時間半、一人ぼっち
の世界、黒くぬれ！ミス・ユー、ブラウン・シュガー、
悪魔を憐れむ歌、ＪＪＦ等23曲を演奏。

ゲストも初日がギターの神様ジェフ・ベック、2日目が
エリック・クラプトンとロックの聖地だからこそ見られ
る豪華なコンサートでしたが、一番すごかったのはミッ
ク・ジャガー、キース・リチャーズが元気で歌唱力、体
力が衰えておらず演奏力が5年前より向上していた事で
した。世界一有名なロックバンドはファンをいつでも満
足させるよう日頃の鍛錬を大事にしていました。「継続
は力なり」私も彼らの精神から学ぶことがいっぱいのイ
ギリスの旅でした。
（広報流通委員 小田島行伸）
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いよいよ冬本番です。
この時期は毎年恒例の温泉入浴券です。
今年もホテル紫苑のお風呂で温まりませんか♪

（4 枚１セット）
絹の湯

影山明仁

客 室

１

会長 多田幸司
広報流通委員長

を5名様にご提供
いただきました。

宅建いわて vol.107 発行人
２０１３年 月
編集人

ホテル紫苑様より
温泉入浴券

今回のクイズの賞品は

イーハトーヴ

プレゼントクイズの賞品

檜の湯

［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.106 プレゼントクイズの答えと当選者発表
●答 え
光
● 当選者 【プレゼント賞品】大場唯さんのMaxi-Single『HIKARI』 5名様
武田久子さん（盛岡支部：㈲本町不動産）
高橋敦子さん（北上支部：マルケイ建設㈱）
丹野幸男さん（二戸支部：㈱丹野組）
佐藤和人さん 他1名 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ください）

平成25年２月１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

23ページのクイズを解いて、どしどし応募してください！

岩手県不動産会館

〒020-0055
岩手県盛岡市繋字湯の館74-2
TEL：019-689-2288（代表）
FAX：019-689-2320

発行所 社団法人 岩手県宅地建物取引業協会

ホテル紫苑

盛岡市前九年一丁目９番３０号

至つなぎ温泉

盛岡南I.C

盛岡つなぎ温泉

至東京

紫苑

東北本線

愛真館

至仙台

姉妹館

県道

東北新幹線

つなぎ大橋

御所湖

●盛岡てづくり村

盛岡I.C
東北自動車道

国道46号線

田沢湖線

至青森

小岩井

至田沢湖

盛岡駅

至小岩井農場

「絹の湯・シルクバス」

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岩手本部

〒０２０ ０
—１２７

「檜の湯・檜風呂」

お部屋からは一幅の絵画のような御所湖と岩
手山の景色がご覧いただけます。この機会に
ぜひご宿泊してみてはいかがでしょうか。

