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はじめに
今日は土地税制と規制緩和について、とくに市場
の流動化の観点からお話ししょうと思います。
.日本の低い住み替え率

私は、1986年に日本に戻り、大阪大学に勤めるま
でアメリカに18年いました。
学生を3年やり、後は勤めていましたが、アメリ
カの雇用形態が流動的であるというところから、そ
の都度住む所も変えました。同じ町で住み替えた事
もありますが、引っ越しをそれ程大変と思わない。
女房は大変だったでしょうが、家は住み替えるもの
だと思っている。
日本では一度建てたら一生ものということですが、
一つは職業の変化が少ない。また、同じ町の中で住
み替える事が少ない。この理由はなにか。これは実
に難しい問題です。
アメリカの人を見ていると、週末の土曜、日曜の
楽しみは、新聞を広げてみて、今日は家でも見に行
こうかと言う事になる。夫婦で午前中に出かけるこ
とになり、あの地区が良いとなると不動産屋から売
りに出されているものを見に行く。すると不動産屋
は『これは何日からオープンハウスですよ、それま
では見せません。その時に来なかったら売り切れま
すよ』とか色々と勧誘するわけです。
また自分で売るオーナーセールも多い。これらを
各自で三々五々見にいく。
いつも良い出物はないかなあ、と虎視耽々となる
わけです。
もう一つは、住宅ローンの利子が「所得税控除」
になる。これは金額的にかなり大きい。家を買った
当初は返済の大部分は利子です。これをまとめて所
得税控除ができる。
利子が月額10万円だと年間120万円所得控除され
る。所得税の税率が日本のように50%だとすると60
万円ポンとひかれる。
ちょっと出世して所得があがると、ギリギリ利子
の払える範囲で次から次へ大きい家へ引っ越す。節
税のためです。これは社会的には大変な無駄を産ん
でいる。元来貴重な貯蓄が産業界へ向かわずに家へ
向かう。そういう事もあるかもしれませんが、これ
が一番節税しながら資産を増やす方法なんです。
日本では、譲渡益税が家を売る事の大きな障害に
なっていることもある。アメリカでは、買替え特例
があります。さらに、55才を過ぎて売ったら、次ぎ
にもつと大きな家へ買い替えなくても、生涯で一度
限りは譲渡益税を払わなくてよい。全部チャラにな
るという制度があります。
子供が大きくなって、もう大きい家は要らないと
なると、その家を売って小さいマンションに入り、
その差額を投資信託などに投資して運用する。それ
を使って海外を旅行してまわる。ここでも流動性が
うまれる。
日本の土地流動性の違いには、他にもいくつかの
要因が考えられます。
そこで今日はまず第一に借家法の違い、第二に建
築基準法、この集団規定が随分違う。第三に税制の
3つについて日米のちがいから日本の住宅市場の流
動性をどうしたら高めていけるか、考えていこうと
思います。
2.借家法
A.借家市場の流動性
日米で大きい違いの第一は借家です。
たとえば、大阪大学へ、外国人の先生が来られる
と、夫婦で住める家はまず見つからない。学生の下
宿か、反対に法外に高いものはあるが、普通の借家
がない。結局は文部省が造った外国人専用の宿舎、
これに巧く当れば入れる。アメリカでは借家をする
のは何でもない。保証金は家賃1月分でいくらでも
借りられる。
根本的な違いは、アメリカでは契約期間がきたら
追い出せるという事でしょう。だから、安心して貸
し家を供給できる。
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契約期間が過ぎても出て行かない時にどうするか
と言うと、2年の契約期限がきて、旧い住人が出て
いかないとなると、執行吏をよんで家の中の長椅子
などを道にならべてしまう。結局出ていかざるを得
なくなる。こういうことが背景にある。
B.持ち家市場の流動性
この体制は、借家の流動性を増すが、また、持ち
家住宅の流動性を増す事にも役立っている。
持ち家を売ったあとで、新しい持ち家を買うまで
借家住まいによるタッションを置くことができるか
らで、例えば、家の値段が高いとき、売って儲けた
い。しかし今売ったら、一方住み替える新しい家も
同じく高い。しかし、借家はない。じゃ止そう、従
来の家に住んでおこうとなる。
アメリカは買い替え特例が5年間ある。5年間ぐ
らいなら、借家に住んでおこう。その間に不動産の
値段が下がったら買い替える。このように、他の家
へ移るときも、またタッションとして借家市場があ
る事が、役にたっている。
日本の借地借家法の下では、家を出ていってもら
う時には正当事由が要る。正当事由があっても、そ
の時でも立ち退き料が要ることがある。この様な日
本の状況がある。
借家法の効果で借家が減った。とくに、ファミリ
ー向けの借家が減った。これをどうしたら良いか。
非常に難しい問題です。
借家法は、弱者の保護のためだといわれる。しか
し、そもそも弱者用にも借家が供給されなくなった
のだから、この法律は、かえって弱者の多くをいじ
めている。
どうやって借家法を変えていくか。そこでこうい
う風にしたらどうでしょうか。
いま住んでいる人はそのまま、現在の借家権を保
証する。これから新しく借りる人には、新しい1年
あるいは2年の期限の定期借家権を導入する。そし
て両者を併存さす。
これに対し、経済学者で反対する人はない。一方
法学者には賛成する人は少ない。民法の先生に聞く
と理由はいろいろですが、契約はこみいっているも
のだから、みんながみんな解るものではない。ある
程度制限して、安全圏を示す必要があるという。
借家法でなく、民法の規定だけでいくとしても、
恐らく裁判所は、2年の契約だからといって、2年
経ったから出ていけとはならないでしょう。商店の
フランチャイズのプロ同士の契約でも、そうはなら
ない。そのときは特別の契約がいる。法律家はそう
いうわけです。
ところが、アメリカでは自分の家の賃貸を普通に
やる。町で契約書を買ってきて名前とか、期間とか
書きいれるだけでやる。要するに家賃と期間につい
て、素人でも、解らぬはずがない。これを守らす事
がシステム全体を守り、借家供給を保証する。
民法の学者は定期借家権でもダメといいます。
本格的に弱者の保護を図るなら、例えば100㎡以
上の新規の借家にのみ定期借家権を導入すればよい
これは100㎡でも良い、家賃15万円以上としてもよ
い)。これでスタートして様子を見、大丈夫となれ
ば90㎡、80㎡と下げて行けばよいでしょう。
段々これでやっていれば、法律学者の心配も防げ
る。
3.建築基準法
♂・
さて、次は建築基準法です。㌧
外国では大きいビルがボンボンと建っている。日
本はどうも小さなペンシルビルが多い。
建物を建てようとすると、やれ日影規制だ、やれ
容積率だ、斜線制限だといろいろ制限がある。した
がって、土地の有効利用ができない。それが成る程
という理由なら良いが、これらの規制の目的は何な
のだろうか、よくわからない。
例えば、容積率一つとっても街全体では容積率を
充足していないのに、特定の地所で容積率を超過す
るから、絶対に建ててはいけないという。
現在、建築審議会では建築基準法を抜本的に改正
しようとしている。神戸の大震災の前からもともと
大改正しようとしていた。
結局アメリカからの圧力です。アメリカで通用し6
ている住宅がアメリカから輸入出来ない。いろんな》
規制に阻まれている。このためアメリカはかねて性
能規定に変えて欲しい、日本の建築基準法の厚み・
材質などでの仕様規定を性能規定にかえてほしいと
言っていた。もっともな事で、建築基準法をみると
理由がきちっと書いてない。アメリカの圧力があっ
て変えなくてならぬと考えていた。
そこへ神戸の震災があった。そこで耐震のため規
制強化しないといけない、基準値をあげなければな
らないということになった。しかし、本質的な大改
革にならざるをえないのは性能規定に変えるせいで
す。
もう一つ、日本の建築は最初の建築確認はあるが、
完了検査は行われない。全国で3割しか行われてい
ない。
これではいくら建築基準法があっても、何にもな
f
らない。特に地震の後認識されてきた。これを機会
に各界の要望をいれて改めてゆくべきだと思います。
そのさい流動化を促進するように改善するのがも
う一つの観点だとおもいます。流動化を阻害してい
るのは建築基準法の中で、集団規定です。そのなか
で例として日影規制を取り上げたい。
A.敷地の再定義
神戸の湊川地区、ここは低層密集地区です。135
戸以上が燃えた。再建にあたり接道が4m以下で前
のままは建てられない。そこで接道4m未満の家は、
集まって、マンションにしょうとなる。ところが一
部戸建住宅に住みたい人もいる。また135軒が集合
住宅を作ると、横に日陰になる10軒の戸建がある。
たとえば235軒のマンションが建てられると、あと
の!00軒分を売る事ができる。住民はなんの金銭負
担もなく、ただで建てられる。ところがさきの10軒
分の日影のため、100戸分建てられないとなると各
戸何千万円かの負担が必要となる。これは社会的に
大きい無駄があるといえることがわかった。
これをきっかけに、この改善方法として一つのア
イデアがでている。おそらく、この方向に行くと思
われますが、加害者と被害者の敷地をあわせて建築
基準法上の一つの敷地と認定する。すなわち所有の
単位と利用の単位を区分する。法務省の登記の方は
所有の単位として登記する。利用の単位については、
建設省の所管で登記する。そういう方向に動きつつ
ある。
今の登記制度ではきちっとした建築物自体に関す
る情報公開ができないから、建物の登記制度を別個
につくる。外観もきちっと登記する。先程の日影規
制については加害者と被害者が協定を結んで、この
協定をつけて建物の登記に記録する。誰が見ても、
どのような約束がされているかがわかるようにする。
建築基準法は、協定の当事者の土地を合わせたも
のに適用して、外への影響にきちっと縛りをいれる。
これは日影規制だけでなく容積率についてもあては
められる。容積率は売買できるようにする。これは
アメリカの空中権の売買に非常に近い。
もう一つの例は、4m接道していないと、違法建
築で建てられないことです。何で4mなのか解らな
い。防火のためというが、近くの大通りからちょっ
とホースを伸ばせば届く。こんなときでも4mの接
道が必要ですという。
4mの方を変えて、消防車が街区のどこへでも行
ければ良いのではないか、と思えるがこれはシステ
ムをあまり変える事になり大変難しい。そこで次善
5
の策としてある街区、一定の地域を住民が賛成する
ならそこを一団の団地とみなして、その内側では規
定を自由に変えられるようにする。しかし団地全体
としてちゃんと基準を守らないといけないというこ
とにすればよい。これは従来からあった一団地の総
合設計ということです。しかし、現在では住民の主
導でこれができる仕組みになっていない。
B.一団地の総合設計制度の改革
一方、住民主導でできる建築協定は、民法上の規
定ですから、破る人が出ると裁判で争う事になって
いる。建築協定が、公の約束に格上げできれば、再
開発がやりやすくなるかも知れない。
一団地として認定されると8割の人が望むことは
どんどん公の命令として改変できるというようにす
る。8割の人が賛成すると、2割の人には適切に保
証する。そういった方向に行ければよいのです。
C.地方公共団体選択メニュー
地方公共団体の選択メニューをもっともっと増や
す。この動きは確実だと思います。
D.違法建築に対する賦課金
違法建築をどうするか、違法建築は山ほどある。
検査など厳しくしていくのですが、これについては
安全性に関する基準は別として、集団規定に違反し
ているものは行政処分する。除去することは、実際
問題として不可能だ。それなら賦課金を徴収する。
都市計画税の上乗せとしてやったらどうか。しかし
これも反対意見が多く、どうなるか分からない。
E.安全性の保証
最後に安全性の保証に関して、どうしたら良いか。
安全性の保証があると、安心して家を買える。いま
日本では、建築主事の数が少なくて検査しようにも
できない。そこで民間の検査会社をどんどんつくる
必要がある。
私のアイデアでは、建築基準法を満たさない建築、
建築基準法に違反したときの保険を掛けることを義
務付ける。10年間の保険を掛ける。10年以内に何ら
かの建築基準法の瑕疵が見つかったら、保険会社が
補償する。そうなると保険会社は中間検査をやるよ
うになるだろう。大きい所は自分の所で検査する。
小さい工務店などは、サンプル検査でやる。こうす
れば、民間の検査会社が自動的に育成されるだろう。
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4.税制
A.消費税・登録税・印紙税
次は税制です。税制で流動性の障害になっている
のが所得税、登録税、印紙税だというのは明らかで、
特に印紙税などは日本から企業が海外に出てゆく原
因にもなっている。こういうものは無くしていく。
例えば所得税を上げても、こういうものは無くして
いく。
B.譲渡益税の買い換え特例
それから譲渡益税。譲渡益税は、これは所得税の
一種です。しかし、第一の特徴は、売ったときに税
を払うから、買い替える毎に資産が減っていく。第
二は、長く持つほど譲渡益の年率に直した率が下が
っていくことである。このため、売却時の税率が保
有期間に関係なく一定ならば、譲渡益税は、不動産
をなかなか手離させなくする誘因をつくりだす。い
わゆる凍結効果です。これを緩和する方法として買
い替え特例がある。
これはもちろん、より高い資産を買ったら延納を
認めてくれる制度です。本質的に税をチャラにして
くれるのではないが、売却時点では払わなくてよい。
ところがこれには問題は2つある。1つはどんど
ん延納されるから税がなかなか支払われない。2つ
めはバブルのとき見られたように地価上昇が波及す
る原因になった。例えば神田で地価があがる。神田
で土地を売った人が世田谷区に土地を買う。ところ
が買い替え特例をうけるのには、前より高いものを
買わないといけない。世田谷区の大きな土地を売っ
た人は、更にもっと大きい土地を買う。ということ
で地価上昇が全国に波及していった。
このために特例の適用を厳しくした。ちょっと緩
和したが全面復活はしていない。譲渡益税は本質的
に凍結効果がある。このままにしておいたら流動性
を妨げる。買い替え特例を許すと全国に地価上昇が
波及する。なにか抜本的な解決方法はないものか、
それが買い替え特例の超復活です。
C.買い替え特例の超復活
まず、買い替え特例を全面復活する。それだけで
なく、さらに広くする。すなわち、売った資産より、
高いものに買い換えたときだけでなく、安いものに
買い換えたときにも延納を認める。それじゃ永遠に
延納を認めるのかというとそうじゃない。死亡時に
課税する。譲渡益税は、生きているあいだは払わな
くとも良いが、死んだときに国に対して借金してい
たのを清算してもらう。
D.延納の担保としての買い替え不動産
前より高いのを買えというのは国が担保を取って
いるようなものですね。しかし、こうすると一つの
問題が起こる。死ぬ時までに財産を全部使い果たし
ていたら、延納された税が払われない。国は担保を
とっておく必要がある。
しかし、従来の買い換え特例の問題点は、担保額
が不必要に多すぎることです。神田のお爺さんが2
億円の土地を売って譲渡益税を1千万円払うとする。
この場合なにも2億円の担保をとることはない。1
千万円分の担保を取ったら良いので、その売却額全
部の担保をとらなくてよい。買い換え特例の超復活
では、延納税分より額の大きな不動産の買い換えを
条件とする。そうすれば担保も取れるし、世田谷の
大きい土地に住まなくても、安い分譲マンションで
よい。
死亡時に課税するのが突飛ではないかといわれま鬱
す。そうではない。シャウプ勧告も死亡時に課税す
べきといっている。カナダにも例はある。延納をど
んどんやるのはないが、死亡時に清算する制度はあ
る。
死亡時課税の考えと延納を組み合わせたのが買い
替え特例の超復活です。
5.景気刺激策
買い替え特例の超復活の良い所は景気対策になる
ことです。明らかに減税になるし、不動産は流動化
する。しかし高齢化時代に税収も十分はいる。
A.含み益利子付き譲渡益課税
企業にとってはどうか。企業は死なないし、死ぬ
ときすなわち潰れた時は、払う金がない。どうする
のか。
これには岩田先生の考えがある。含み益利子付き
譲渡益課税です。
この税制の下では、まず譲渡益税のかわりに発生
時のキャピタルゲイン課税をします。
地価が上がったときに、キャピタルゲインの発生
時に課税する。次に、この発生時課税も永遠に延納
を認める。その代わりに延納分に対する利子を毎期
払ってもらうというものです。ここがミソです。地
価が上がったときも税負担は、増価の率よりはるか
に低い率でしか伸びない。利子の支払いが一寸ふえ
るだけだ。
この制度を企業に対して適用するわけです。現在
企業が払っている税金は地価税です。これを組み替
えて、この制度にすると、地価の上がらなかった所
@
/虻
は何も払わなくてよい。儲けた所は延納した分の利
子だけ払う。そうすると個人のケースも企業もうま
くいく。
B.相続税
それから相続税が不動産取り引きを阻害している
といわれます。
私は譲渡益税の問題の方が大きいと考えます。仮
に遺産を土地で残す方が金融資産で残すより相続税
対策として有利だとしても、上のように譲渡益税が
課されていれば土地の買い換えの奨励にはなりませ
ん。
相続税の問題は、土地取引の阻害より、土地の細
分化を促進していることにある。アメリカの土地規
制の一番大事な点は、土地の細分化を許さないこと
です。最低単位を決め、二世帯で住んではいかん、
という風になっていると、相続税を払う必要のある
人は丸ごと売っていく。相続税率を下げる必要はあ
りません。
6.住宅消費税をどう考えるか
A.住宅消費税の仕組み
住宅消費税についてどう考えるか。これが流動化
を妨げるとはいえないが、明らかに税率の上がると
きに住宅建築を非常に促し、上がってしまうとピタ
ッと止まる。もう一つは新築を阻害すると思います。
消費税は本来なら帰属家賃に課税すべきである。毎
年毎年家賃相当分自分の持っている家を消費してい
るようなものだから、償却でもあるし、家賃と考え
てもいいが、これに課税したらよい。しかしそれは
できない。日本中の家をもっている人が反対する。
そこで新築の家のみに課けることとした。
B.中古住宅の値上がり
新築の家に対して消費税を丸ごとかける。中古に
は一切関係ない。買う方も払わなくてよいと売る方
も還付してもらえない。そういう仕組みになった。
このシステムをとるとどうなるかというと消費税が
上がるたびに新築の家の値段は上がる。新築は一千
万円払っても中古は一銭も払わない。そうなると皆
が新築をやめて中古を買う。すると中古の値段がだ
んだん上がって新築と中古とが均衡する所までいく。
新築の方にだけかかり中古はかからないのに中古
も上がる。ここに思いがけず得する人がいる。これ
は中古を持っている我々の世代です。消費税は高齢
化社会で中古で長く持つに対し大きい得をさすシス
テムになっている。これは新築を阻害する。
7
C.改善方法
第一は、帰属家賃への課税です。
第二は.中古住宅購入への消費税課税。これの詳
細はレジメに書きましたのでお読み下さい。
D.'税制のまとめ
最後に税制についてまとめると、税は、低ければ
低いほど不動産業界にとってよいに決まっている。
しかし税収は必要なんですね。ただ税を低くしろと
いっても、誰も相手にしないだろう。税収がちゃん
と確保でき、かつ流通を促進する改革を提案する必
要がある。
例えば、買い替え特例の超復活と死亡時課税との
組み合わせや、登録税の廃止と所得税住民税をあげ
るという組み合わせ等は、市場を活性化させて税収
は減らない。また、所得税には首尾一貫性が必要で
す、利子に課税して譲渡益税に課税しないわけには
いかない。双方に課税することが必要です。
最後に違法建築に対する賦課金という考え。これ
はこれからも業界の方に押していって頂きたい。
以上基準法と借家法と税制のことについて、どう
ずれば不動産の流動化が高まるかを申し上げました。
あとでご質問等頂きたい。ご静聴有難うございま
した。
〈休憩後〉
ご質問にお答えします
Q.死亡時の延納課税と相続税の関係が分かりにく
いo
A.譲渡益税は普通の利子税と同じ所得税ですから、
まず延納していた譲渡益税を払っていただく。残
りの財産に、相続税がかかる。だから資産のある
方にはきつい。ただし、流動化には役立つ。相続
税の観点からしても、金融資産より土地の方が、
どんどん買い替えることができ、延納をみとめて
もらえるから、流動化には役に立つ。
Q.違法建築に対し賦課金の中立性をいかに確保す
るか。
A.今は賦課金ゼロです。できるだけ、違法建築は
建て直して頂くとして、仮に斜線制限を維持する
としたら、違反しているものに賦課する。滞納の
処理の仕方は難しいがゼロよりはいい。trial 
errorでやらざるをえないでしょう。
Q.ある団地の中で4mの接道義務をはずすとき合
意形成をどうするか。
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A.これは一団地の中で3mでよいという規定を作
ったら、今度変えるときにどうするか。最初は
00%でよいとしても必ず変更の必要が出てくる。

区画整理の組合施工は6割ですからこういったと
こから実務的につめていけばよい。
Q.新聞社から消費税についてどう考えるかの質問
が出されている。
A.消費税反対は左翼の人が多いが、私は行革、規
制緩和賛成ですから、左翼でないのは明らかです。
しかし消費税については反対です。それは、日本
の所得税率が並はずれて低いからです。この付属
の図表で、これはOECD先進諸国の平均所得税率
です。デンマーク25%、アメリカ、イギリス10%
以上、日本は7.5%です。日本の所得税率は高い、
高いから不公平税制もあるし、活力が失せるとい
われる。しかし、実際は平均所得税率、即ち個人
所得税の税収をGDPで割ったものをみると、日
本は下から二番目で低い。他の指標からみて日本
の平均所得税率は低い。国税の中で所得税の税収
そのものが低い。アメリカが70%、日本35%で個
人所得税のGDPに占める割合はアメリカの半分、
あらゆる指標からみて日本の所得税率は低い。諸
外国でやっていることがどうして日本でできない
か。
もう一つ考えて頂きたいのは、高齢化対策とし
て消費税が必要といわれるが、これも正しくない
ことです。高齢化時代の勤労者には、所得の高い
人も、低い人もいるのですね。所得の700万円よ
り下の人にとっては確実にネットの増税になる。
退職した後も、たとえば15%の消費税を払い続け
るとなるから、所得階層によって、税負担が高い
ところと、低くなるところもある。
2つめは、中堅以上の所得層にとっても、退職
後大きい増税になる。700万から1000万の人も、
生涯の税負担は高くなる。
私は1943年うまれです。我々の世代、いま50台、
60代は、生涯所得の14から15%分を生涯に払った
保険料に上乗せして、ネットで何千万円と厚生年
金をもらえる世代です。今の20代の人は自分の払
った保険料より少なくしかもらえない。
要するに我々のために、これから高齢化時代の
財政需要が一杯あるのだから、我々自体が税金を
払わないといけない。そして自分達の老後をまか
なわないといけない。しかしまさに消費税シフト
は、我々の世代に得をさす。今の若い人に損をさ
す。高齢化の対策として役に立つはずがない。
フランスは付加価値税の免税点となっている売
り上げ額は180万円です。日本が3000万円、余り
に違う。日本が180万円にしたら益税はなくなる。
しかしこれができない。徴税をきちんとしないと
80万円など守るはずがない。みんないい加減な

帳簿をつければどうにでもなる。
フランスは賦課税を1968年に導入したが、60年
に職員が6000人いた。付加価値税を導入するとい
うので90年には税務職員は30万人になり、50倍ま
で増やした。
益税のない付加価値税をやるなら徴税職員を増
やさないといけない。これをやらないでやるわけ
にはゆかぬ。
行政改革とか規制緩和がなぜできないかという
と弱者がいるからです。たとえば、膨大な農業補
助をやっている。やめたら弱者が困る。ところが、
弱者でない人もいっしょに得をしている。
ほんとに弱者の人には税も低くし、面倒を見て
やらなければならない。ところが誰が貧乏人か分
からない。徴税に手を抜いているため、所得が捕
捉されていないからです。
税理士は、昭和24年から今まで、12倍になった
のに税務職員は5万から6万7千人しか増えてい
ない。徴税に手をぬく。自民だけでなく、社民党
も同じく、税の手抜きが金丸の金の延べ棒事件の
背景にある。
誰が本当に貧乏か、誰が金持ちか判然とせず、
「大きい政府」にどんどんなりつつある。消費税
は住宅に関して大きい問題を起こしています。
抜本的な改善策は、所得税中心でいく、きちっ
とした徴税をしてそして『小さな政府』でいく。
そして所得税をやたらに減税しない。景気が良く
なると、自然増収が増える。だから法人税は減税
しても良いが、所得税は減税してはならない。そ
して国債の償還に当てる。そうしない限り、小沢
氏も社民党も喜んで所得税を減らしていくとなる
と、消費税がどんどん上がって、住宅に対しては
非常に歪んだ状況になっていく。
現在、皆様に関心のあることですので一言触れ
ました。
以上で終わります。
拍手)
鞭
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「不動産鑑定士が見た大阪新名所』
〈OAP(大阪アメニティパーク)〉
「足を一歩踏み入れると、地中海の香りが私を迎
えてくれる………。」
何やら恋愛小説風の出だしとなりましたが、
OAP(大阪アメニティパーク)の目玉である「大
阪帝国ホテル」が世界で初めて試みるのが“香りの
演出"です。
OAP全体のコンセプトである「水と緑、花…や
すらぎ」につながるサービスであり、ロビー、客室、
チャペルそれぞれに香りが演出されています。
冒頭の“地中海の香り"は6月の、紺碧に輝く地
中海の丘の上に佇んだときに実際に漂ってくる香り
のことであり、私も鼻をひくつかせながら地中海に
トリップしょうと目を閉じたものの、残念ながら鼻
が悪いのかトリップできず、漂ってきたものは客の
多数を占める、大阪?のおばちゃんの強烈な香水の
みでした。ともあれOAPに戻りましょう。
恒例により不動産鑑定評価風に言いますと、
対象不動産を含む近隣地域は、大阪市北区の南東
端、JR桜ノ宮駅のほぼ南方約400m(直線距離)
に位置し、事務所、営業所、マンション等の混在す
る地域である。都市計画上は、市街化区域内工業地
域、建ぺい率60%、容積率200%に指定されている。
価格水準は………。といったところでしょうか。
総敷地面積は約37,500㎡、総床面積約258,000㎡、
旧三菱金属(株)大阪精錬所跡地を再開発し、主な
施設としてはOAPタワー、帝国ホテル大阪(OAP
ホテルタワー・アネックス)が配置されており、平
成8年3月に街開きを迎えた。オフィス棟である
OAPタワーは床面積約144,000㎡、地下3階、地上
39階のインテリジェントビルである。
この38階にある飲食店(焼き鳥、アジアレストラ
ン)からは地上180mの景観が望め、料金も手頃と
のことでありお勧めです。
ちなみに、募集賃料は坪当たり18,000円、保証金
等は20ヶ月、賃貸面積は60坪～1500坪、テナント数
は約70社とのことであり、「新・近・大」ビルの上、
賃料設定が需要に合致したのか空室率も5%とか。
一方、ホテル棟である帝国ホテル大阪は床面積約
66,000㎡、地下2階、地上24階、客室数390室、高
さ約120mであり、帝国ホテルとしては日本で2っ
目となる。
上記の香りの演出に加え、ビデオ・オン・デマン
ドシステムの導入、総合フィットネスクラブ、ライ
ブハウスの開設など従来には見られない機能を売り
物にしているとのことです。
気になる宿泊料金の方ですが、ダブルで2人
27,000円からと思ったより手頃であり、日頃家族サ
ービスの不足する男性の方々もここは一つ奮発して
はいかがでしょうか?
女性に超人気のあの帝国ホテルにつれていったと
言うだけで、ハワイ並の効用?はたぶん発揮するは
ずです。
ちなみに、開業したてで収入の乏しい私はロビー
の臭いだけを嗅いで、むなしくご帰還でした。
この2棟にそれぞれ商業ゾーン「OAPプラザ」、
「インペリアルプラザ」が併設され有名ブランドシ
ョップ、飲食店等が65店営業しています。
もし昼時に行かれたならば、ランチはOAPプラ
ザ地下1階の「熊魚庵たん熊」がお勧めです。
ランチならではの安さで老舗の味が堪能できます
よ。
また、その他に現在住宅棟(2棟)が建設中とな
っており、1期については平成10年2月の完成を予
定し、地上30階建て、全224戸、間取りは1LDK～
3LDKで価格は未定とのことです。
これらの建物と大川の問には桜並木、彫刻の小径
がある「親水公園」が配され、ウオーターフロント
ならではの開放感がありました。
以上のように、OAPは人間と都市・自然との調
和を最重視したまさにアメニティな街であり、
OBPとともに次世代の都市開発のモデルケースと
なるように思えます。
日曜日にも行ってみたのですが、アクセスにやや
難点があるのか、はたまたテナントに魅力が乏しい
のか商業ゾーンはやや閑散としており、ホテルのみ
結婚式関係?で賑わっておりました。
現在のアクセスはJR環状線「桜ノ宮駅」が1番
近く、徒歩7～8分程度であり地下鉄の「南森町
駅」からは徒歩15分弱であります。
また、親水公園には水上バス(アクアライナー)
の停泊所、「OAP港」が設置されています。
なお、現在工事中のJR東西線の「大阪天満宮
駅」が平成9年3月に開設される予定であり、やや
アクセスは改善されそうです。
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桜の季節には“桜の香り"を演出するそうです。
宿泊することができなくても、ぜひ世界初の"香
りの演出"だけでも体験しに行こうではありません
か。
ご興味のある方はインターネットにもホームペー
ジがありますので、次のアドレスにアクセスして下
さい。http://www.mec.co.jp
文二玉原栄治)
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〈長居陸上競技場〉
平成8年7月に長居陸上競技場を見学した。
長居陸上競技場は、大阪市東住吉区長居公園内の
中核施設として、旧競技場を全面的に改築したもの
で、97年度の「なみはや国体」ほか、さまざまなス
ポーツ国際大会が開催できる施設として、96年6月
に完成した。
ここは、JR阪和線『長居駅』ないし地下鉄御堂
筋線『長居駅』に近接した、24ヘクタールの植物園
も併設する総合スポーツ施設であり、外に、第2陸
上競技場、球技場、相撲場、野球場、プール、テニ
スコート、自然史博物館等も設けられており、緑の
多い総合運動公園として整備されている。
目玉である当陸上競技場は、5万人を収容できる
大きさで、RC一部S造地上5階建て、建築面積
26,962㎡、延べ床面積52,300㎡の規模、メーンスタ
ンドは、30mの高さ、バックスタンドは、高さ22m、
天然芝のフィールドは、106m×69mの広さを有し
ている。
フィールドの芝については、夏と冬に向けて、2
回張り替えるとのこと、また、南側正面部にマラソ
ンゲートが取り付けられ、また、北側と南側に巨大
な電光表示器が設置されている。
当該施設の中には、1階にトレーニング場・レス
トラン、3階には、16室100人収容のユースホステ
ル、4階には貴賓室、5階には放送室等も設備され
ている。
スタンドの観客席の上を、「鳥の翼」をイメージ
して造られた約19,000㎡の屋根が覆っている(照明
施設も屋根に取り付けられている)が、観客席には
支柱がなく、すべての席からフ歴ノレド、トラック⑱
が見渡せる構造となってる。ただ、風が強い日は、
随分上の席の方まで、雨が吹き込むようだった。ま
た、スタンドの最前部の下、トラック部分は、少し、
低くなっていて、観客席より飛び降りないような工
夫がされていた。
トラックは、1周400m、9レーン、全天候型ウ
レタン舗装の第1種公認陸上競技場であり、トラッ
クの硬さについては、一流のプレイヤーの意見を聞
いて、決定したとのこと。
なお、長居陸上競技場は、Jリーグのセレッソ大
阪のホームスタジアムとしても使用される。
総工費約400億円で、大阪市都市整備局営繕部及
び昭和設計が設計を担当し、竹中工務店・フジタ・
鴻池組JVが施工した。(文:田村周治)鯵
〆卜
笠井靖彦
どのようにして(社)大阪不動産鑑定士協会が運営されているか興味津々で平成8年度第7回理事会を覗いて
きました。以下はその見聞録です。
平成8年10月4日團、定刻の午後3時に事前欠席届けのあった理事3名・監事1名を除く理事19名・監事1
名の出席により開会されました。寺杣会長の開会挨拶の後、小川専務理事が議長に就任し、議事録作成者並び
に署名人の指名・当日の資料の確認・鑑定協会本部・近畿会関係の報告事項の後理事会審議に移ります。
さすがに五百数十名を擁する社団法人の理事会とあって、なかなか厳粛な雰囲気で進んで行きます。
当日議案は5件、その後報告・依頼事項が続き、それぞれ活発に意見が交わされました。紙面の都合上詳し
い内容は省略しますが、会員の皆さんの会費をどう有効に使い、会員のメリットになるためにはどうしたらよ
いかというのが各理事の念頭にあり、その為に中には厳しい指摘もあったようです。それらを聴きながら理事
の皆さんは今この貴重な時間を費やしながら、それぞれの事務所はうまく回っているのだろうかと零細事務所
の私としては思っていました。
山崎監事によるいささか辛口の監事講評を理事諸兄神妙な面もちで拝聴した後・定刻を30分あまり過ぎて午
後6時過ぎに閉会となりました。「ご飯でも食べにいこか。」「いや、事務所にもどらなあかん。」等々の声を交
わしながら三々五々協会会議室を後にして行かれました。
私の総括的感想を述べさせていただければ、以下のとおりです。
「鑑定協会という30有余年の歴史の中で、昨年誕生して約1年足らずの新しい組織が、過去からの良い点を
取り入れつつも、公益法人としての地域社団とし新しい歩みを行っている。恐らく過去に経験していない様々
な問題にぶつかっているだろうし、多くの会員に対する責任(プレッシャー)も相当なものと思われる。今が
新しい組織に魂を入れる本当に大切な時期である。
理事会の中では情熱からくるがゆえの厳しい発言もありましたが、明るい笑いもありました。何よりも将来
へ向かってのエネルギーを感じたことが一番の収穫でありました。」
21世紀まであとわずか。理事の皆さん大変ご苦労ではありますが協会の舵取りしっかり頼みます。
盤,
り講
親、
*
ρ?
◆
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昨年1年間でパソコンが800万台、いや1000万台売れたとか。パソコンの家電化がいわれ、「カンタンじゃね
エか」のCMにのせられ、買っては見たものの、さて何をどうやったらいいのか、よく分らないままストレス
をつのらせているご仁も多いと思います。
鑑定士の世界でも、H11地価公示からのコンピューター化が打出され、H9の作業から実質的にはほぼ全面
的にパソコン利用が迫られている。せまられている、というのは人聞きわるいが、とても手書きでやれる時代
ではないとハラをくくるしかないのである。
パソコンを持っていない事務所はないと思いますが、では鑑定士の皆さんが鑑定ソフトを楽々使いこなして
いるかといえばそうでもないと思うわけです。「相談員」になって面倒みようかという入はごく一部で、「使い
こなせていない人」も多いのではないでしょうか。
パソコンにスト以を感じるタッチおじさんを代表して、私丁がパソコンに詳しい1先生にQをなげかけ、で○
きるだけ親切なAを得たいと企画したのが、以下の「教えてよ」です。
Ω」.黙考観鶴熱驚製璽卵総.猫灘.翻.1鑑繍
と言われました(15インチのFM/Vに替えました)。
これからも次々と出てくる公示のソフト等で、「キカイを買替えないとダメ」あるいはWIN'95を載
せないと動かない、といったようなことが起こるでしょうか。
ム」量鞭撃灘灘綴究直ll器品認纈難蘇芭滞
ていました。
しかしPC/AT機(俗にいうDOS/V機)では、VGAと称する600×480ドットの解像度(DOS/V
のvは、このvGAを意味します。)が標準であり、willdowsでは、800×600、1024×768等のより大き
な高解像度を使うのが普通です(色数も圧倒的に多い)。
すると、480/400=1.2で縦方向表示量がDOS/Vのほうが98シリーズより20%多いことになります。㊦
Windowsは本来DOS/V上で動くことを前提に作られておりVGAが標準となっています。
これが古い98シリーズで画面の下方が表示されない理由です。
最近の98シリーズは限りなくDOS/Vにすり寄りつつあるので、両者の差異は少なくなっています。
また文字の大きさを12ドットに小さくすることでうまくいく場合もあります。)これからの公示ソフ
トでも、Windows3.1が動くマシンであれば、スピード等を我慢すれば大丈夫だと思います。
Windows95を載せないとダメということもおそらくないと思います。
公示ソフト程度しか使わないのであれば、95にアップグレードする必要はないでしょう。
ただし、これは3年くらい先までの話で、それ以上先の予測は困難です。パソコンは、3年くらい
でモトをとらなきゃだめだということでしょう。
Ω創,灘器、鴇認劉灘瀦言え器寝あ識斜諦
シロにも行かない、ということが多すぎます。またキカイの販売会社は売るだけで、あとは自分で研
究しなさいといわんばかりで、サポートはソフト業者まかせ。そんな環境の中で、余り他人に迷惑を
かけず、イライラすることもなく、すんなりと使い方が分る方法ってないものでしょうか。(やはりマ
ニュアルを克明に読んで理解するしかない?)
6
3
■
上級者は、マニュアルは全くといってよいほど、読みません。
最近のソフトはヘルプが充実しており、操作方法もある程度統一されつつあり、しかも試行錯誤す
ればほとんどわかるからです。
分厚いマニュアルは邪魔でもあります。
しかし、初心者にとっては、マニュアルが少ない、用語がわかりにくい、サポートが悪いと思うの
が当然かもしれません。
そもそも、マスコミが宣伝するように、今のパソコン自体初心者に優しいものではないからです。
よいサービスをするには、当然それなりのコストが必要なのです。
自分の手に余れば、身近にいる先達に丁重に教えを乞う、というのがベターでしょう。
知ったかぶりは禁物です。素直に教えを乞いましょう。
そして、同じことを何度も聞かないようにしましよう。
何事もマスターするには、コツがあると思います。そのコツを掴むことが上達の第一歩だと思います。
楽しくやって、楽しくマスターすることです。
盟他更難翼1難諜鑑禦と嚢矯激禦繕言駿蕪≦讐
タが飛んでしまいました(一からやり直し)。
あるソフトを使う上で、これだけはやってはいけないよという注意を、もっとキチッと教えるかマ
ニュアルに書いておくべきではないか、と不信感を抱きました。
PC一般に関して、あるいは特定のソフト(アプリケーション)に関して、とくにこれだけは注意せ
よ、というのを教えて下さい(マニュアルに書いてないことで)。
』
自信ない人は、今まで入力したデータをまめにバックアップをとることです。
乱暴に聞こえるかもしれませんが、これだけはやってはいけないということは、よほど荒っぽいこ
とでない限り何もありません。
それよりもいろいろ試してみて、どう動くのかを確かめることが上達の近道でしょう。失敗をおそ
れてはいけません。
ただし、すべてソフト(OSも含めて)を再インストールする覚悟が必要です。(これもよい勉強で
すが……)。
Ω」っ響言貌編酵諾鶯識窃蹴菟鍵鑓晶晶齢、鍔議論
か方法がありますか。
創
Windows3.1では、よくありがちなことです。
いわゆるフリーズというやつです。うちの子供(小2)は死んでもたと呼びます。
一般保護違反(3.0時代は修復不可能なエラーといっていたものを柔らかく言い直した?)もよく起
こります。
これらは、3.1(特に日本語版)自身の未熟さ、ハード・ソフトの相性、メモリー等のリソース(資
源)の不足、ソフトのバグ、操作ミス等雑多な原因が考えられます。
こういう状態になったときは、しばらく画面の様子を見てから、Ctr1+Alt+Delete(DOS/Vの場
合)を同時に押してみましょう。
うまくいけば、動かなくなったソフトだけ、終了させることができるかもしれません。それでだめ
ならもう一度Ctr1+Alt+Deleteを押して再スタートしましよう。それでもだめなら電源を切りましょう。
ハードディスクの一部のファイルが壊れたり、ファイルの残骸が残ることもありますが。
再起動後、Scandiskやchkdsk等でファイルの検査、修復をしておきましょう。
宙.籍講認無認蹴麓傍荘聯犠謹;議擶潔島秀
なくなるのでは、もし間違えたらヒドイ目に会うぞ、といった不信がつきまとうのです。こうしたパ
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ソコン不信をのりこえるには“学習と経験"しかないとは思いますが、何か具体的なアドバイスを。
』
パソコンの操作は、車の操作と同じです。
車の構造はわからなくても、こうステアリングを切れば、車はこう曲がるということを予測して運
転しているはずです。
ステアリングの構造はわからなくても、リアクションを予測できないことには車の運転などは絶対
にできないはずです。
パソコンでも同じです。たとえば今ここをクリックすれば、FDにデータを読みにいくからここで
FDのランプが点滅するだろうという予測をたてその予測のもとにクリックするという習慣を身につけ
ることです。
人パソ一体の操作感覚、これを身につければもうパソコンの達人です。
ハードやソフトの中身は、ブラックボックスであって興味がない限りあまり知る必要はないでしょう。
しかし、車とパソコンでは一つだけ決定的な違いがあります。
車は間違えると命を落としますが、パソコンではその様なことはないでしょう。
パソコンは、バーチャル・リアリティ(仮想現実)の世界なのです。
安心して、トライアル・アンド・エラーによる勉強ができます。
望逆騨藷粥爺欝磁需㌢》鐙芳識、欝欝々出てきます力斗
■
いわゆるDOS/V機は、ほとんど市販の部品を組み立てて造られており、部品等を取り替えて改造
することを前提に造られています。
改造を繰り返して、長い間使うことができる訳です。
しかしマニアでもない限り、いさぎよく買い換えるなり、転用なりした方が、楽でかつ安上がりで
しょう。
車の進化よりも、PCの進化の方がはるかに速く、陳腐化が著しいので、中古車市場とは、同一には
考えにくいでしょう。
中古PCを買うよりも、むしろ型落ちのPCを買うほうがメリットがあるでしょう。
○
望固罪膿驚勢簾艦灘綴,獣孫1、蔑蕊の?「マック」では公示や
■
WindowsPCもあまりほめたものではありませんが、価格が安いこと、世界中で、もっとも多くの
人や企業が使い参入していることから、ハードやソフトが非常に多く出回っています。
技術的な優劣よりも、いかにしてマーケットで多数を占めるかということが重要なのです。1
一般的にいえば、デザイナー系や軟派は、MAC、一般のオフィス系や硬派はWindowsということ
でしょう。
マックで公示・固評も全く不可能ではありませんが、MAC用のソフトを開発する業者はいまのとこ
ろないようです。
MAC、Windows両用というパソコンも現れつつありますが、これについてはまだ何とも言えません。
盟
』
ソフトの互換性について
いま論議の渦中にあるA社・B社・C社の鑑定支援ソフトで各評価員がバラバラに鑑定書をつくった
として、それをFDにして提出したとき、集計、統合するのに支障はないのでしょうか業者は統一
フォーマットだから大丈夫といっていますが、これからも問題は起きませんか。
全く問題はないでしょう。
同じことを、何度も聞かれたことがありますが、全くの理解不足と考えられます。
そもそも、パソコンのハードやソフトは、ブラックボックスであって、最終的に、同じFD(統一フ
ォーマット)ができあがればいいわけで、何で造ろうが、途中の通り道はどうあろうが、何ら関係の
ないことでしょう。
ひまさえあれば、ワープロで造ってもいいんですよ!!
ρ史、
“
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型.禰欝黒㍊難號轟餐篇鼎懇請DOS/V機でつくったデー
一驚ま畿糊鷺耀濃魏灘讃、,MBでフ.一マ.,して、使って
いました。
しかし、海外では物は同じですが、1.44MBでフォーマットしています。このために、日本で売ら
れている最近の機種では、どちらのフォーマットのFDでも読める3モードのFDドライブを標準で装
備しています。
したがって、原則として98でもDOS/Vでも読めるということです。ただし、ディスク全体のコピーと
かシステムディスクなどの特殊なFDは読めないことがあります。データファイルは問題ないでしょう。
また、ハードでは対応していても、FDを操作するソフトがうまく設定できなくて読めないこともあ
ります。
しかし、FDはどちらか(1.44MBが主流)に統一した方がベターでしょう。
望の響継灘黙靉靆3蟹7踊と、端端1識搬繋
対応しない向きもあるようですが……。
創
3.1から95へのアップグレードは、通常は問題なく行える様です。
しかし、95はマスコミが騒いだほど素晴らしいOSであるかは疑問です。
両者は功罪相半ばするといえるでしょう。
手持ちのハードと利用の程度を考えて、アップグレードするかどうかを考えるとよいでしょう。
一般的には、
.新規購入

95プリインストールがほとんどなので95。
2.家庭でマルチメディアしたい
95。
3.ワープロ、表計算、公示等のソフトのみ
3.1で十分。
Ω』.鞠璽孫講書鴇ζ鞘び諸牝撚郵嬬菰瓢辮謡
とどのファイルをコピーしたらよいのか不安です。
一般的にいって、どのファイルがデータなのか、またその取出し方はどうなのか、教えて下さい。
ム」習騨識徽了惨灘濃撤t.,.
望
■ます力駅WIND。WSのソフトるよW㎞“及びW加d。一用のプリンタ』.ドライ,寸一(制御ソフ
ト)が制御します。
従って、Windowsのプリンターの設定はWindowsでソフト的に行います。
最近では、プリンターの本体の設定もパソコンからソフト的に行えるものもあります。
先生、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

プリンターについて
EPSONのレーザープリンターをつかっています。はじめプリンターの方で印刷の設定が必要と思
って(この場合も説明がなかった)あちこちボタンを押したり、散々苦労しましたが、何のことはな
いPCの方で「プリンターの設定」をすればスイスイと動くではありませんか。
こんな理解でよいのでしょうか。それとも何か間違っていますか。
プリンターの本体の設定が間違っていなければ、DOSのソフトは、原則としてソフト自身が制御し
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生涯学習に取り組んで
大崎光夫
大学を出てから27年ぶりに再度卒業論文に取り組んでいます。
いうまでもなく卒論は、学部卒業にあたり今まで学んできたことの集大成として担任教員の指導のもと、専
攻分野における知見がどの程度に達しているか。またその到達への過程がどうあったのかを判定してもらう手
段であり、なんとか上げ底でなく中身を濃くと頑張っているところです。
だヨ 
大震災のボランティア活動を通じて、社会福祉に興味をもったのですが、まったくの面白半分で佛教大学社○七
会福祉学科(通信制)へ編入したのは大間違いでした。『通信教育は、いつでも、どこでも各自の事情にあわ
せて学習できる特徴があります。佛教大学通信教育制は、大学に通えない人々のために、開かれた教育の機会
均等に応える生涯学習をめざします。』とカラー刷り美人がにっこり微笑むパンフレットに騙されたのです。
この一年強のあいだ遊び仲間から人付き合いが悪い、鑑定発注先のゴルフコンペに何故来てくれないのか…
一等々とお叱りを受ける羽目になりました。加えて、入学手続後、必修教材30科目分の書籍がみかん箱ダン
ボールー杯ドーンと宅配されて来たとき、自分のしていることがどういうことか、それがどんな結果を招きつ
つあるのかに気がつきました。
卒業するためには、6)各科目レポート(原稿用紙20枚)提出のうえ学科試験の合格、(ロ)スクーリング授業
年22日間)のうえ試験合格、⑮福祉施設での実習、⑭卒業論文の合格が必要で、息つくひまもない一年間で
した。
曾)と(ロ)は、昔とった杵柄であり、鑑定事務所のキャリアでなんとか誤魔化しましたが、⑮社会福祉施設現場
で、指導員の方々との実習は、経験もなく、今夏最大のヤマ場でした。受け入れ施設の責任者に、「若い実習
生(府立大、桃山学院大等)やボランティアの模範となって下さい」と激励されましたが、20才前後のピチピ
チギャルや息子と同世代の若者と一緒になってやっていると、モノズキもここまで登り詰めたか!と反省の境◆c
地になりました。駈一
実りの秋を迎え、必修科目の単位もほぼ合格し、辛かった(楽しかった)実習日誌も9月末に提出しました。
あと一気に卒論を仕上げるのみの至福の時をむかえています。
社会福祉施設とのかかわりあいは、市街化調整区域にも開発行為が可能な特例措置として建築された特別養
護老人ホームの評価にあたって調査する程度でした。戦後50年間にわたり、行政上の措置(入所)として運営
され経済的な困窮者や、その他障害をもっている方々の福祉機能を地方自治体が担ってきた事などはほとんど
知りませんでした。鑑定評価の対象は、施設としての土地建物であり、そこに処遇されている方々や、処遇に
従事する人々は目に入らなかったのです。
戦後日本の社会福祉は経済発展と措置制度のなかで飛躍的な発展を遂げてきました。しかしながら急速な少
子化・高齢化のスピードは、21世紀の福祉のあり方として、民間活力の導入を前提とした公的介護保険制度を
創設し、新ゴールドプラン、エンゼルプラン、障害者プラン、の保健福祉3政策の実行が求められる大改革の
時を迎えています。
新らしい21世紀への社会福祉制度を学ぶきっかけと、「いつでも」「どこでも」「だれでも」学べるけれど最
後までやり遂げるという精神修養の「場」でもあった通信制課程に編入学させていただいたことに感謝してい
ます。
なお佛教大学社会福祉科通信生の在籍者15,221名のうち本年3月25日の第40回卒業生は621名でした。
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大阪府地価調査平均変動率(住宅地)
             平成8年7654321昭和63年6261605958

              能勢町△9.oO.0△0.7△14.1△13.4△17.154.85.35.8
              豊能町△2.5△1.30.0△6.4△28.8△24.170.737.612.01.01.91.73.7一
              箕面市△4.5△3.4△2.4△11.6△30.2△20.639.943.435.88.53.23.13.54.0
              池田市△5.1△3.2△1.7△10.8△28.9△19.933.937.533.47.83.13.03.33.8
              豊中市△4.9△4.2△2.1△14.4△30.1△19.435.832.147.19.83.32.93.44.0

               北大阪地域吹田市△7.2△3.1△1.5△13.8△34.2△24.939.321.597.29.23.93.52.83.5
              摂津市△6.40.00.O△8.8△27.5△26.255.229.631.46.23.93.53.O3.7
              茨木市△3.6△1.9△3.6△4.3△25.7△20.451.O尋7.329.69.22.72.82.94.7
              高槻市△3.4△1.6△2.9△3.5△24.7△22.550.848.927.16.52.22.22.43.9
              島本町△5.8△0.5△0.7△1.5△22.3△16.952.721.818.47.33.23.22.94.1

              北大阪地域平均△5.0△2.7△2.1△9.8△28.4△21.743.633.946.08.33.12.93.03.9
              枚方市△3.9△2.6△1.1△10.7△22.8△20.O53.248.317.54.22.93.13.33.8

              寝屋川市△4.6△2.8△1.4△9.8△20.7△20.145.952.016.64.02.82.93.13.7
              門真市△3.0△1.0△1.3△8.4△24.O△22.354.033.126.05.12.83.13.34.2
              守口市△4.4△3.8△3.7△13.9△24.8△18.257.341.625.710.03.33.03.34.3
              交野市△1.50.00.0△6.6△20.2△20.849.640.016.83.62.73.02.64.5

               東部大阪地域四条畷市△1.60.OO.0△6.5△16.5△17.342.332.415.34.83.03.23.74.4
              大東市△1.7△O.50.0△6.1△20.2△17.O38.731.618.24.33.43.73.44.5

              東大阪市△5.3△1.8△1.3△9.3△21.8△16.837.734.526.58.84.84.23.64.2
              八尾市△5.1△2.5△2.5△15.3△23.1△20.538.641.124.64.72.92.63.43.5
              柏原市△5.3△2.1△2.8△11.6△19.O△17.344.221.116.63.72.82.12.73.7

              東部大阪地域平均△4.1△2.o△1.4△10.3△22.0△19.146.339.521.15.63.33.33.34.O
              松原市△5.8△3.O△3.6△11.1△23.5△21.7弓8.139.823.25.53.02.43.33.7

              藤井寺市△5.6△2.6△2.9△14.2△17.1△19.144.544.819.94.82.72.02.93.3
              羽曳野市△5.1△2.6△2.4△13.4△20.1△19.144.937.020.03.52.62.42.53.6

              美原町△4.1△2.3△0.9△3.0△24.3△27.049.729.418.15.13.23.03.33.8
              大阪狭山市△4.0△2.5△2.3△4.9△22.4△22.063.529.914.23.32.72.93.53.4
               南河内地域富田林市△3.0△2.O△O.8△3.7△18.9△18.953.229.119.73.42.83.13.22.6
              河内長野市△3.4△1.6△1.4△5.0△21.0△27.054.729.513.52.92.42.83.23.2

              河南町△4.4△3.1△2.6△4.0△16.2△20.157.415.35.82.5o.92.73.2一
              太子町△5.3△3.2△O.6△1.6△15.8△21.549.529.65.62.01.63.03.24.0

              千早赤阪村△2.70.00.0△6.3△19.5△11.144.729.48.4
              南河内地域平均△4.3△2.3△1.9△8.O△20.5△21.051.833.817.63.82.62.73.13.3

              堺市△3.4△1.8△3.7△11.5△27.2△19.148.O42.634.84.22.01.63.33.O
              和泉市△1.7△1.8△1.7△13.0△21.5△21.843.453.021.45.43.63.73.63.2
              高石市△5.6△2.1△5.5△15.4△30.1△21.950.164.927.64.83.33.43.53.9

              泉大津市△6.6△3.0△5.5△12.8△20.4△20.746.958.625.34.83.23.33.53.1
              忠岡町△2.9△2.7△4.9△11.6△27.1△18.242.943.627.86.93.33.33.7一

              岸和田市△5.9△2.9△3.0△16.2△2弓.6△22.844.360.O27.24.63.23.64.04.1
               泉州地域貝塚市△6.9△1.9△6.6△12.6△21.8△18.850.O46.524.67.03.43.03.53.8
              泉佐野市△6.1△1.8△6.8△15.8△22.0△22.444.245.627.511.86.35.04.34.9

              泉南市△5.3△2.0△4.6△14.0△18.6△23.755.147.218.35.15.54.54.65.2
              田尻町△4.7△0.3△6.1△12.5△24.5△18.445.945.629.09.84.6尋.03.64.5
              熊取町△6.5△1.7△5.5△13.7△22.6△19.354.448.615.16.54.84.94.15.4
              阪南市△4.4△0.9△3.6△9.7△20.3△22.652.046.919.24.84.24.33.74.2

              岬町△3.3△0.7△2.1△6.6△17.1△15.850.038.24.73.33.63.53.74.5
              泉州地域平均△4.4△1.9△3.9△12.5△24.4△20.347.747.O27.75.13.12.83.63.7

              大阪府平均△4.6△2.9△3.3△11.5△23.8△18.944.338.330.96.83.33.13.43.7



             平成8年7654321昭和63年6261605958
              都島区△4.6△4.2△6.7△18.0△21.1△9.044.834.137.313.94.53.83.93.6
              東成区△2.9△3.7△10.4△17.9△17.0△10.830.333.833.010.83.33.73.84.1
              生野区△2.1△3.0△4.0△13.7△13.6△9.244.328.319.53.83.23.尋3.23.8

              旭区△1.4△3.1△12.4△15.8△21.7△10.338.232.629.56.94.43.24.03.4
              城東区△3.2△4.4△5.6△17.3△22.7△11.435.635.429.39.33.62.53.54.1
              鶴見区△1.5△3.0△2.6△14.2△20.6△10.437.929.633.411.04.83.43.34.O

              阿倍野区△3.6△12.7△12.0△20.4△25.7△11.234.131.546.212.86.44.94.44.2
              住吉区△4.3△7.8△11.2△20.5△28.8△11.730.534.363.815.84.74.03.73.2

              住之江区△5.3△3.4△8.5△19.6△21.1△15.730.832.548.010.07.94.13.3
              平野区△2.8△1.5△3.7△24.4△30.8△15.328.933.250.611.74.44.13.64.2

              東住吉区△4.2△2.9△7.6△17.0△28.5△12.530.130.756.714.64.74.13.63.2
              西成区△4.7△4.1△14.1△19.9△22.4△18.131.337.140.513.63.53.93.33.2
              此花区△5.6△6.1△5.O△7.0△13.9△7.630.337.321.64.43.63.73.23.9
               大阪市港区△8.3△10.9△5.4△4.5△9.1△6.237.541.026.44.54.O3.53.4
              大正区△7.9△2.5△4.1△8.8△15.7△7.332.036.239.53.54.13.62.1

              西淀川区△6.1△6.O△3.8△9.0△14.7△6.232.938.422.97.73.63.54.0
              淀川区△9.0△11.5△5.9△11.9△15.O△12.534.542.029.210.33.83.53.63.5

              東淀川区△7.9△4.9△4.1△9.3△11.0△7.535.337.321.35.73.53.93.43.6
              北区△9.0△8.3△9.9△20.1△22.8△10.132.243.6

              福島区△5.7△7.8△9.5△11.7△23.3△6.830.229.751.411.65.05.24.23.0
              中央区△8.6△15.8△16.4

              西区
              天王寺区△8.5△19.O△13.9△24.3△20.0△11.825.625.024.514.67.36.24.弓

              浪速区△11.8△15.0△9.9
              東区
              南区

              大淀区44.826.18.73.26.03.1
              大阪市平均△5.O△6.3△7.5△16.3△21.3△11.133.534.238.210.94.53.93.73.6
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              能勢町△17.40.060.09.413.3
              豊能町
              箕面市△12.2△17.5△15.O△18.8△22.533.338.718.84.73.43.43.0
              池田市△18.3△18.6△16.7△22.1△29.6△16.830.428.037.912.44.63.73.53.9
              豊中市△15.9△16.7△14.2△20.3△25.4△19.831.027.734.114.04.63.93.63.0

               北大阪地域吹田市△18.4△19.6△10.8△25.2△36.6△15.640.O23.667.18.217.48.83.02.9
              摂津市△9.3△10.0△6.3△12.3△31.1△15.241.265.06.23.93.8一3.1
              茨木市△10.6△9.5△18.8△19.6△25.5△15.249.445.157.719.56.25.64.63.8
              高槻市△12.6△12.0△15.9△15.O△26.4△16.143.766.159.411.76.04.74.43.4
              島本町

              北大阪地域平均△14.5△15.2△14.1△19.8△28.7△17.440.331.848.213.16.84.83.83.3
              枚方市△9.6△9.1△14.6△27.2△25.4△12.236.049.333.512.23.93.33.03.4

              寝屋川市△11.7△8.3△10.8△22.4△22.5△9.739.345.438.410.94.43.7一3.0
              門真市△5.4△7.5△12.1△20.2△26.728.031.6一15.0一3.12.12.8
              守口市△11.8△21.0△15.3△20.7△25.5△10.543.045.540.014.82.93.02.9一
              交野市△4.5△10.7△3.7△16.2△29.7△12.944.139.85.24.43.9一2.7

               東部大阪地域四条畷市△3.7△4.7△4.4△24.5△12.842.030.69.4一4.93.2一
              大東市△3.2△3.9△3.0△12.5△20.0△15.231.823.05.23.93.33.23.0

              東大阪市△13.4△10.9△14.O△16.6△23.7△16.033,q34.732.516.111.54.13.62.9
              八尾市△8.6△10.8△7.4△25.4△22.3△19.737.133.333.911.27.03.03.03.6
              柏原市一△4.1△6.2△14.9△10.8△14.329.915.118.13.13.22.3㎜3.2

              東部大阪地域平均△10.9△10.3△12.1△19.2△23.6△14.535.237.332.812.57.43.63.33.0
              松原市△15.8△5.0△14.9△25.4△15.7△10.036.538.823.74.43.01.23.2一

              藤井寺市△10.0△13.8△15.2△24.0△21.7△11.532.741.O19.83.63.10.61.9一
              羽曳野市△7.9△9.9△29.0△23.1△10.331.846.1一9.94.43.0一3.7

              美原町
              大阪狭山市△7.1△8.1△2.6△13.2△35.6△22.734.117.94.03.2一3.72.2
               南河内地域富田林市△12.8△6.O△8.3△14.2△20.6△11.150.0㎝17.54.13.63.7一
              河内長野市△10.O△7.5△7.3△21.1△18.0△15.055.O38.724.O8.43.03.13.84.0

              河南町
              太子町

              千早赤阪村30.25.9
              南河内地域平均△10.6△8.1△9.7△21.2△22.5△13.441.238.218.38.03.52.33.33.3

              堺市△11.4△11.4△16.5△20.1△23.2△12.442.740.637.611.23.81.73.13.3
              和泉市一△9.4△12.5△27.3△32.9△11.820.64.91.91.92.3一
              高石市△11.0△10.9△22.0△33.7△31.5△18.868.921.63.92.02.02.11.5

              泉大津市△8.5△8.1△14.1△13.2△20.4△11.246.239.824.84.31.82.22.3一
              忠岡町

              岸和田市△7.2△7.6△12.8△18.6△25.1△23.039.362.030.85.51.92.02.32.9
               泉州地域貝塚市△15.1△10.5△16.0△18.2△12.O△12.852.833.94.8一2.12.12.2
              泉佐野市△13.8△10.4△17.8△28.2△22.7△17.959.954.O34.715.49.4一4.13.4

              泉南市△15.7△10.3△17.2△24.0△29.5△20.O50.014.3一1.92.52.6一
              田尻町
              熊取町
              阪南市△15.3△10.0△19.2△20.O△26.1△20.057.155.640.6一5.73.22.73.4

              岬町
              泉州地域平均△11.5△10.5△16.2△20.9△23.9△15.O45.947.433.18.83.61.92.83.O

              大阪府平均△15.2△19.2△19.5△22.2△23.2△lo.132.632.233.227.514.36.75.03.8
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              都島区△10.8△22.7△21.9△25.0△20.0△8.435.535.110.24.43.53.63.4
              東成区△15.5△16.5△16.0△22.9△16.4△10.029.528.745.619.82.72.62.9
              生野区△11.7△15.0△13.8△20.5△19.7△8.413.910.57.55.22.9

              旭区△11.8△10.8△16.8△18.0△25.5△IO.035.530.922.610.37.63.43.43.0
              城東区△7.1△14.0△20.8
              鶴見区△10.6△20.1△8.0△16.7△18.4△8.129.513.910.07.41.31.93.2

              阿倍野区△15.8△26.1△18.8△20.9△21.7△9.240.129.846.816.710.06.22.73.7
              住吉区△8.9△12.3△16.4△22.0△20.0△10.019.320.050.14.3

              住之江区△10.0△18.9△24.6△28.9△18.9△7.428.030.049.57.114.46.53.73.0
              平野区△11.4△11.9△10.4△24.9△31.4△9.620.227.954.529.5

              東住吉区△9.4△13.1△22.8△21.O△19.4△5.721.844.31.81.01.93.72.9
              西成区△11.9△16.4△22.8△28.3△19.0△13.624.932.714.516.16.15.13.63.0
              此花区△10.0△10.0△16.8△10.1△7.830.339.420.53.93.13.22.5
               大阪市港区△15.9△21.5△14.7△17.6△12.9△7.374.745.235.76.24.73.63.63.1
              大正区△10.9△10.7△11.9△6.8△10.0△7.140.033.323.03.23.02.52.9

              西淀川区△18.0△14.5△14.8△15.6△20.0△10.348.弓30.09.93.63.52.93.0
              淀川区△17.2△23.2△15.3△18.3△16.9△10.330.718.011.510.014.65.25.5

              東淀川区△14.9△15.9△11.7△19.2△6.7△8.039.340.532.24.83.33.03.03.0
              北区△20.1△30.9△27.8△25.1△22.4△5.123.227.133.653.534.011.38.96.6

              福島区△16.9△29.3△28.9△22.7△26.1△2.926.727.640.453.716.67.96.14.6
              中央区△21.1△30.6△28.6△25.8△25.7△2.923.222.7

              西区△19.6△27.4△28.9△24.7△20.3△6.228.223.634.246.617.36.26.15.8
              天王寺区△21.1△24.2△28.3△25.8△25.5△7.627.525.114.323.914.69.85.56.0

              浪速区△20.6△26.8△26.3△25.6△26.4△6.934.338.435.950.916.66.94.85.4
              東区31.964.747.119.87.96.9
              南区25.859.134.315.39.35.7

              大淀区63.353.16.03.3
              大阪市平均△17.5△24.9△23.8△23.9△22.1△6.128.027.431.140.321.69.46.34.7
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委員会報告
調査研究委員会
足立良夫
指導研修委員会
高取
清
4つの小委員会を設置し、延べ37名の委員で構成、
各小委員会とも積極的・精力的に活動しています。
【第1小委員会】
1)テーマ=小規模複合不動産の価格形成要因の
分析
2)開催回数=6回(月1回程度の開催)
3)活動内容:①研究テーマの確認
②購入希望者アンケート等について
協議
③大阪住宅産業協会との協議(供給
者サイドのアンケート等)
④購入者アンケートの実施について
⑤調査対象地域の選定と購入者アン
ケート調査の検討
⑥取引事例の収集と分析作業
【第2小委員会】
1)テーマ:マンションの建て替えと復旧に係る
鑑定評価
2)開催回数=5回(近畿会の調査研究委員会とし
て共同研究活動)
3)活動内容:鑑定評価手法の検討(基本的な考え
方を中心として)
【第3小委員会】
1)テーマ=不動産証券化について
2)開催回数:8回
3)活動内容:①証券化手法の検討(一般論と各論)
②ゼミナールの開催(9/11);18
名参加
③住宅金融債権管理機構への要望書
の内容についての検討
【第4小委員会】
1)テーマ:大阪市財政局からの委託研究(3テ
ーマ)
2)開催回数二全体会議5回、その他各班ごとに独
自に開催
3)活動内容二大阪市担当者との協議を重ね、「考
え方」「報告書内容」まで決定。
現在報告書作成段階にある。
以上
当委員会は定款に定められた事業計画に基づき、
以下のような活動を行って参りました。今後も会員
の皆様の役に立つ、又大阪の府、市民の皆様の役に
立つ活動をモットーに、活動したいと思っておりま
すので、御要望等どしどしお寄せください。
.第1回研修会

5月27日開催の総会に於いて、第1部で調査
研究委員会との共催により、かねて研究調査を
続けて来られた不動産特定共同事業および定期
借地権の研究発表を行いました。
2.公開講演会
0月3日、北浜証券会館に於いて、9月20日

の地価調査発表にちなんで近畿会との共催によ
り、調査研究委員会と共同にて、公開講演会を
開催いたしました。
不動産の流動化はどうずれば図れるか、土地
税制と規制緩和について、大阪大学社会経済研
究所八田達夫教授による講演会を開催しまし
た。
教授は日米の流動性の違いを実体験に基づき、
借家法、建築基準法、土地税制について詳細説
明され、来会者一同に大きい感銘を与えられま
した。
当日は、雨模様にもかかわらず、約150人の
参加があり、本問題についての関心の高さが伺
えました。
当委員会は、この様な研修活動、啓蒙活動のほか、
毎月小委員会を開催しております。
現在委員は4名の小所帯です。皆様のご参加をお
待ちしております。
以上
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渉外広報委員会
田村周治
渉外広報委員会は、年2回の『鑑定おおさか』の
刊行業務を中心としております。
『鑑定おおさか』は、従来、大阪府内の不動産鑑
定士等の仲間内の機関誌的な性格の強い年1回刊行
の会報誌でした。
しかし、平成7年10月の(社)日本不動産鑑定協会
大阪部会から(社)大阪府不動産鑑定士協会へ移行し
たことに伴い、一般の大阪府民・府下市町村民をも
視野に含めた広報誌の性格も併せもつようになりま
した。
今後は、不動産鑑定士として、広く大阪府民・市
民の方々にアッピールする手段として、開かれた刊
行物にして参りたいと考えております。
また、当(社)大阪府不動産鑑定士協会事務所で常
設している無料相談会及び府下市町村へ赴いて行う
無料相談会についても、その窓口・広報等の業務を
受け持っております。
その無料相談会で、実際にどのような相談があり、
どのように不動産鑑定士等としてアドバイスしたか
を、市民の方々のプライバシィの保護に充分留意し
つつ、『鑑定おおさか』を通じて、大阪府民の皆様
に広報して参りたいと考えております。
綱紀委員会
木口勝彦
綱紀委員会という機関は、凡そ公益に関する事業
を行なう団体には、大なり小なり、必ず設置されて
いるものである。
そしてこの委員会は、会員の倫理の維持秩序の保
持を目的として必要な活動を行なうのが使命である
から、会員の中にこれらに違反するものがない限り、
活動する余地のないものであって、言わば、暇であ
ることが理想である。
もとより会員の違反事件を調査究明するのである
から、その活動はきわめて慎重でなければならない。
従ってどちらかと言えば受動的な働きをするもので
あって自ら進んで違反事実の摘発をするものではない。
つまりは会員の人権に密接な関係を有するから、
その行動は法規の範囲内においてのみ許されること
となる。
我が鑑定士協会には未だ、懲罰規定も、綱紀委員
会規則も十分整備されてはいない。現在総務委員会
等でこれらの諸規則諸規定を鋭意整備されているの
であるが、取り敢えずは、㈹日本不動産鑑定協会の
懲戒規定を準用して事務を行なうこととなるが、此
の規定によれば、委員会は、綱紀委員会と懲戒委員
会とに分かれて機能しており、先ず会員又は会員以
外のものであっても、会員に規則違反、倫理規定違
反(不当鑑定等不信用行為等)があったときは、書
面を以て会長に対しその会員の懲戒を請求すること
になっており、此の請求があったときは、会長は綱
紀委員会に対し調査を命ずることになる。綱紀委員
会は、これについて調査した結果、意見を付して会
長に報告し、会長は此の報告に基づき懲戒委員会に
懲戒処分の議決を求めるという順序になる。
懲戒の種類は三種類あり、戒告、一年以内の会員
権の停止、除名の処分がある。
我が不動産鑑定士協会は、これに準じ、綱紀委員
会を組織しているが、会長、綱紀委員長その他理事
を以て構成される綱紀委員会で同様の判断を行ない、
会長の処分1こまかせることとなる.6C
幸いにして現在のところ未だ正式な綱紀事実は発
生していない。しかしながら、最近の不動産事情を
見る限り、不当鑑定により、社会に迷惑をかけ、会
の信用を失墜するものもないとは言えないので、所
定の手続きを経て綱紀委員会の議に付されることも
あるかも知れない。此の場合、どのような判断を行
なうか、又会長がどのような処分を行なうかは、正
に我が鑑定士協会の社会に対する信頼性の保持に密
接に関連するのであるから、綱紀委員長として、そ
の処分に誤りがないよう、常に前例を調査し、研究、
勉学に努めている次第です。
福利厚生委員会
田畑磐臣
.定期健康診断の案内送付

申込10月4日まで、実施11月1・5・6・
7・8・11・12・15の各日
従来年1回とされてきたが、年2回とするこ
とを検討中。
2.中小企業向融資制度の一覧表
㈹大阪銀行協会より上記の資料を入手、郵送
した。
3.携帯電話(関西デジタルホン)の斡旋
無料提供の申出があったので、全会員に紹介
した(8月)。
4.福利厚生委員会の活動に関するアンケート
0月中に回答していただくよう郵送ずみ。

保険・年金・共同購入・他府県との交流等に
ついて、委員会活動としてとり上げることを検
討中。
〇一鳴
財務委員会
武藤幸夫
財務委員会は、7名の委員で新たに発足し、事務
局のご協力を得ながら活動をしております。当面の
課題は、①公益法人会計基準に即した会計処理方法
の確立②パソコン利用による事務の合理化③健全な
る財務運営の推進であります。
①につきましては、税理士折井宏先生を顧問にお
迎えし、委員会に参加頂いて当協会の活動について
のご理解を賜ると共に会計上の取り扱いについて的
確なアドバイスを頂き作業を進めております。
②につきましては、当協会の大量の会計処理を帳
簿を中心に処理して参りましたが、今期からパソコ
ンを導入すべく、ソフト・ハード共に整備し、事務
局を中心に一部委員の尽力を得て進めておりますが、
一般法人と異なり公益法人の会計処理ということで、
多々工夫を重ねているところであります。
③につきましては、各委員会が意欲的で活発な活
動を日々推進しておられます。当委員会としまして
は、財務面からのこの様な活動を支援させて頂きま
すと共に健全な財務の運営について留意し、ご協力
をお願いしております。
今後協会活動の活発化と共に、自治体等からの受
託業務の拡大が見込まれておりますので併せて的確
な対応を図って参りたいと思います。
総務委員会
熊澤一郎
新役員構成後の平成8年度総務委員会にとって、
5月の通常総会の準備に始まり、事務局の拡張、事
務局職員の充実、OA機器導入による事務作業の効
率化等の課題に取り組み、あっという問の半年間で
した。理事会でのご承認のうえで多額な先行投資を
させていただいておりますが、最近ようやく軌道に
乗ってきた感があり、年度頭初の混乱からやっと抜
け出したというところです。
会員の皆様にとっても、一段とアカ抜けした事務
局という印象を持っていただいているのではないで
しょうか。ただ各委員会の活動が従来に増して活発
になってきており、会議室利用がオーバーフロー気
味で、ご迷惑をおかけしていることが気がかりです。
さて当委員会の後半の事業として、新社団として
の会員名簿作成の件があります。皆様のご協力によ
り既に整備された会員台帳(データベース化済)を
基に極力費用をかけずより良いものを作ろうという
委員会での方針により現在作業進行中です。日本で
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2番目の大きい鑑定士協会組織ですので、会員相互
の交流をより一層深める意味で顔写真の掲載を行い
ますが、これがなかなか大変な作業です。会員各位
のご協力次第のところがありますが、良いものに仕
上げるべく委員一同頑張っているところです。
業務推進委員会
八杉茂樹
業務推進委員会は、これまで主に無料相談会、競
売鑑定の問題を検討してきました。
無料相談会)
無料相談会は、社団事務所にて定期的に行う常設
の相談会と各市町村のニーズに応じて出張して行う
相談会とに分かれます。いずれの相談会を開催する
にしましても、相談員が必要ですので、その確保の
ため先般会員各位に相談員の募集を行いましたが、
70余名の方から応募がありました。あらためて、こ
の誌面を借りまして厚くお礼申し上げます。
常設の相談会については、開催が遅れておりまし
たが、来る12月から第1、第3水曜日の月2回の開
催を実施することとなり、これと並行して無料相談
会の開催を希望されている府下の市町村(松原市、
羽曳野市、狭山市、富田林市、太子町等)に対して
鋭意開催に向けて取り組んでいるところです。
競売鑑定)
競売鑑定については、従来から特定の評価人の
方々が熱意をもって取り組んでこられた分野ですが、
住宅金融債権管理機構が発足し、いわゆる住専処理
にあたって競売鑑定の事案が増加するであろうこの
機をとらえて、希望する会員の中から一人でも多く
の会員が評価人に指名されることになるよう検討し
ているところです。
ただし、評価人の増員枠は、裁判所の専決事項で
あり、増員数はわれわれの希望通りにはならないこ
とから、新たに指名される評価人の数は、限られた
人員にならざるを得ないことをご了解願います。
親睦委員会
山口
勉
.麻雀大会結果報告

日時8月24日(土)
参加者20名
入賞者優勝八杉
準優勝塩見
第三位武藤
午後1時より午後6時迄
茂樹(大和不動産鑑定)
宙(関西不動産研究所)
幸夫(東洋信託銀行)
コメント実力者が予想通り上位を独占
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2.魚釣大会結果報告
日時8月31日(上)
午後4時30分迄
参加者
場所
狙い
入賞者
コメント
午前9時より
2名

明石、淡路島沖
大アジ、ベラ等
優勝北川忠志(北川不動産鑑定
事務所)、アジ10匹
大物賞小倉康秀(近畿中部総合鑑
定所)、アジ30cm
逆転賞武田賢一(武田商事)
若手の先生が体力にも恵まれ順当勝ち。
武田先生の終盤の追い込みも及ばず。
3.第1回囲碁・将棋大会報告
担当委員三阪全一、大場豊)
日時10月20日(日〉午後1時より午後5時まで
参加者13名
入賞者〈囲碁の部〉
優勝高元肇(相互不動産鑑定所)
準優勝岡野敬弘(安田信託銀行)
第3位前川吉三郎(三井信託銀行)
〈将棋の部>
優勝田畑盤臣(田畑不動産鑑定士事務所)
コメント大会終了後は張り詰めた空気も和ら
4.
ぎ、和気あいあいのうちに懇親会を
催しました。
新春大会の再会を約し、午後7時散
会。
第1回親睦ゴルフコンペ報告
担当委員高井清、大場豊)
日時
場所
参加者
競技方式
入賞者
優勝
準優勝
第3位
0月23日㈱午前8時30分より

泉ケ丘カントリー倶楽部(堺市)
50名
ダブルペリァ方式他
鈴木敏正(三島土地)
山本耕一(近畿総合不動産鑑定所)
鈴木信治(丸信総合鑑定)
ベスグロ(86)熊沢一一郎(熊沢総合鑑定所)
同
コメント
高井あやみ
献阪不動産鑑定所〉6⊂
社団化後初のゴルフコンペ
多数の方が参加され、久し振りに旧
交を温めておられる場面が随所に見
受けられました。
上位陣はおおむね予想の顔ぶれでし
たが、若手の先生方は年長者の引き
立て役に徹し、遠慮気味の結果とな
りました。次回を期して研鑚の由。
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●編集後記●
米
「鑑定おおさか」第12号をお届けいた
します。
まず、ご寄稿いただきました会員の皆
様に対しまして、今期より編集にあたら
せていただいております田村はじめ5名
の新任担当者から、心より御礼申し上げ
ます。ご協力ありがとうございました。
さて、今回のメンバー更新に伴い新企
画に着手しました。
今回新企画(企画だおれを含む)に関
して、過去の「鑑定おおさか」を読み返
して、諸先輩のバイタリティーを強く感
じました。
業界を取り巻く環境は、まだなお、厳し
い状況にあるようですが、この「鑑定お
おさか」を通じて、少しでも皆さまのお
役に立てるようがんばってまいります。
また、皆さまのご希望、ご要望に沿え
るよう新企画をどんどん取り入れたいと
考えております。そのためにも、会員の
皆さまからのご意見その他、何でも結構
ですので、渉外広報委員会にご連絡くだ
さい。
今後も、ご協力をよろしくお願いいた
します。
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