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忠志

府民サービス事業委員会

真里谷和美

府民サービス事業委員会

青木

令子

【特集】第２８回
不動産鑑定
シンポジウム

いま不動産の鑑定評価は

ロードサイド商業
（事業用定期借地権の

大阪府不動産鑑定士協会の調査研究委員会が実施
した実態調査の結果に基づき、
日本不動産鑑定協会
主催で、昨年11月10日大阪本町の「ヴィアーレ大阪」
でロードサイド商業の家賃・地代のメカニズムの解明及
び事業用定期借地権の活用について、
シンポジウムが
開催されました。今回の実態調査は、
近年、
国道等の幹
線道路沿いに飲食、物販、
レジャー等の様々な店舗が
建ち並び商業集積が見受けられる実態を踏まえ、
これら
の商業店舗の家賃・地代が事業者と家主・地主の交渉
過程を経てどのように決まっているのか、
また、
事業用定
期借地権がロードサイド商業にどのように活用されてい
るのか、
これらを解明しようとするものであります。

シンポジウムの概要
研究発表

１. 日 時／平成22年11月10日 10：30〜17：00

●

２. 会 場／ヴィアーレ大阪

①難波 里美 委員
（
（株）
難波不動産鑑定）
「店舗出店形態にかかる事業者アンケート結果」

大阪市中央区安土町3丁目1番3号

②長尾 成信 委員
（
（株）
アクセス鑑定）

３. テーマ／「いま不動産の鑑定評価は─ ロードサイド

「商業集積の調査報告」

商業の家賃・地代のメカニズム

③谷山

── 事業用定期借地権の活用」

亘 委員
（大和不動産鑑定株式会社）

「事業用定期借地における地代事例の分析

４. シンポジウムの具体的内容

── 地代負担力の観点」

第1部 基調講演 10：30〜12：30
大阪市立大学大学院経営研究科 教授 加藤

④富田 浩二 委員
（富田不動産鑑定）

司

「コンビニ業種の標準店舗のモデル収支内容」

「商業施設の立地戦略と集積効果」

⑤仲嶋

早稲田大学大学院法務研究科 教授 山野目 章夫

「ホームセンター業種の標準店舗のモデル収支内容」

「事業用定期借地権等の回顧と展望」

第3部 パネルディスカッション

第2部 講演・研究発表 13：20〜15：30
●

保 委員
（堂島総合評価システム株式会社）

講演 フィールド・ハーツ研究所 代表 山本 敬二

●

参加者 安藤 昌之
（大和ハウス工業（株）営業本部）
、

「商業店舗に見る家賃・地代の対売上比」

山本 敬二、
難波 里美、
長尾 成信
●

コーディネーター 仲嶋
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保 各委員

の家賃・地代のメカニズム
活用）

調査研究委員会

仲嶋

保

商業施設の立地戦略と集積効果
（大阪市立大学大学院経営研究科 加藤

司 教授の講演内容）

（１）加藤先生のご専門は流通システム論で研究テー
マは、
日本的流通構造の変化、商業集積間競争の分
析などで、
流通システムに関する多くの著書を著してお
られる。加藤先生は、
日本ショッピングセンター協会の研
修会等で数々講演をされている。今回、加藤先生と共
同研究の形でロードサイド商業の店舗の経営形態の
実態調査を実施し、
店舗の家賃・地代がどのようなメカ
ニズムで決定されているのかを調査研究した。
──────────・──────────
（２）地代は、
経済学では十分な競争者が存在し、
情報
が完全であれば需給の均衡点において決まると考えら

藤先生は説かれた。
ここで重要なことは、
現実の地代は

れる。然し、
現実にはこの条件は満たされず、
地主と事

借手の事業者の負担能力が地代決定の主要な要素

業者の交渉力によって決定される。
そこで土地は個別

となっている、更に事業者の地代負担能力は業種に

性があり、唯一無二とすれば代替がきかず、供給曲線

よって異なるということである。
これは特定の業種の店

は直線となる。事業者の地代の支払能力は、業種に

舗の適正賃料算定に際して、収益の観点から試算賃

よって異なり、
また同一の業種であっても企業によりそれ

料を求めようとする場合、
特定の業種の事業収益を分

は異なる。
そこで、
現実には地代は、
地代相場を標準と

析して家賃、
地代の負担能力を算出する必要があるこ

して、
業種の負担能力を背景として決定されていると加

とになる。

事業用定期借地権等の回顧と展望
（早稲田大学大学院法務研究科 山野目 章夫 教授の講演内容）

（１）山野目先生のご専門は、物権法で不動産登記制

期間の伸長の法改正では主導的役割を果された。定

度にも造詣が深く、借地借家法の定期借地権制度の

期借地権の第1人者である。
また、
司法試験委員や国

創設に関わられ、
今般の事業用定期借地権等の存続

土審議会特別委員などに就かれている。
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（２）
山野目先生は、
次のとおり説かれた。平成4年施行

問題については、
2005年1月7日付国税庁課税部長か

された借地借家法では、
新たに定期借地権制度が導

ら国土交通省土地・水資源局長宛て回答の形で、賃

入されたが、
その後の法律の運用状況を検討して、
定

料の前払いとして一括して授受した一時金について

期借地権に２つの課題があった。第１点は、事業用借

は、
毎期、
賃料相当分を収入、
損金として処理すること

地権の存続期間の上限が20年に限定されているこ

ができる前払賃料制度が創設された。前払賃料制度

と、第2点は、定期借地権の設定に際して、多額の一

は未だ十分に活用されていない状況であるが、今後

時金を収受した場合、一括して一時に課税されるとい

活用されることが期待される。
このように事業用定期借

うことである。そこで、第１の問題点については、平成

地権が使い易いように制度改正がなされてきたが、一

19年法律第132号で借地借家法の一部改正が行わ

般定期借地権の存続期間は今の制度でよいのか、
な

れて、存続期間が10年以上、50年未満まで伸長され

どは、
今後の検討課題も残されている。

ることになり、平成20年1月1日から施行された。第2の

店舗出店形態にかかる事業者アンケート分析
（大阪府不動産鑑定士協会 難波 里美 委員の報告）

（２）全業種の分析結果

（１）アンケート実施の趣旨

①店舗出店で考慮する要因

ロードサイド商業の店舗の賃貸借に関する事業者
に対するアンケートは、大阪市大加藤教授との共同研

重視項目の1番は、売上予測で、次いで家賃・地代

究の形で実施した。
アンケートの目的は、経営形態とし

の適正、続いて敷地規模の適正、現在の背後地の

て、借家及び借地による店舗経営が増えている状況

人口、
敷地の形状等である。
②理想的な店舗規模

を踏まえ、
その経営の実態を調査し、賃料決定のメカ
ニズムを解明することである。調査は、飲食、
ドラッグス

店舗規模は、業種で異なるが、飲食で100坪〜500

トア、家電量販等の業種の上場会社等約300社を対

坪、
アパレルで200坪〜1,000坪、
ドラッグストアで500

象に平成22年2月に実施した。

坪〜700坪、
家電量販で1,500坪〜8,500坪などであ
る。

【主な調査項目】

③店舗出店の事業形態

①店舗出店に際して検討される主要な項目は何か。

借家が多いのは、飲食、
アパレル、
ファーストフード、

②店舗の経営形態はどのようなものか。
─土地建物所有か、
オーダーリース方式か、借地

アミューズメントなどで、建設協力金方式は、
ドラッグ

か、
借家か。

ストア、食品スーパー、物販、
コンビニなどである。借
地は、
ドラッグストア、
家電量販、
コンビニなどである。

③標準店舗のモデル収支はどのように設定されてい

④借地の出店形態

るか。
④事業用定期借地権の契約はどのような内容か。

事業用定期借地権が100％と回答したのは、
ドラッグ
ストア、
物販、
アミューズメントなどである。
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⑤地代決定に際し重視する要因

⑦売上高に対する地代率

最も多いのは、
地域の地代相場、
近隣事例、
社内先

ロードサイド型では、
地代率は3％〜5％に集中してい

例などで、
更地価格の割合を重視するとした企業は

る。都心・ビルイン型でも売上高の3％〜5％が最も多

全くなかった。

い。

⑥借地・借家の契約期間

⑧売上高に対する家賃率

借地─ホームセンターが20年〜30年という以外は、

ロードサイド型では、商品スーパーを除き、概ね最低

20年が最長であった。法改正で長期契約が可能で

が6％台で、最高は12％が限界の業種が多い。
ビル

あるが、
事業者は長期を望んでいないようである。借

イン型では、最低が6％が多く、最高は12％と14％で

家─最長は20年、
最短は2年が最も多い。採算が合

ある。

わない場合の撤退考慮期間は、
最短で2カ月である。

⑨地代水準
地代水準としては、
月坪1,000円から1,500円が最も
多い。
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商業集積調査
（大阪府不動産鑑定士協会 長尾 成信 委員の報告）

（１）調査目的

コンビニ大型化の例
（下図）

●

鑑定協会近畿会では、
昭和62年から63年にかけて

コンビニでは、
従来は230坪、
間口25ｍ、
駐車台数10

郊外ロードサイドの店舗の進出の実態調査を実施して

台であったが、近時の新規店舗では、
540坪、
間口

いる。
また平成16年には当鑑定士協会で路線商業の

70ｍ、
駐車台数20台に大型化の傾向がある。
隣接店舗併合による巨大化の例

調査を実施しているのでこれらを踏まえ、
その後、
路線

●

Ｓ63では、倉庫及び併設駐車場の単独使用（240

商業がどのように発展、
推移しているのか、
その実態を
調査することである。
──────────・──────────
（２）調査地域
●

№171 調査時点オープン予定店舗

箕面地区・国道171号線─阪急オアシス〜小野原交

差点付近、
約6.8ｋｍ
岸和田地区・国道26号線─高月南1丁目交差点〜土

●

生町2丁目交差点、
約4.4ｋｍ、
●

泉佐野地区・国道26号線─高松北交差点〜安松北
交差点、
約1.4ｋｍ

──────────・──────────
（３）調査項目
店舗名、
業種・駐車台数・土地規模・建物規模
（階層、

●

形状）
──────────・──────────
№103 H16 以前より既存店舗

（４）調査結果
①店舗総数
Ｓ62からＨ16にかけては、
大幅に増加したが、
Ｈ16か
らＨ22では、
箕面は横ばい、
岸和田・泉佐野は減少。
②業種別店舗数及び構成比
Ｓ62からＨ16では3地域いずれの業種も増加したが、
Ｈ16からＨ22では、
岸和田・泉佐野では物販は減少、
飲食、
サービスは増加、
自動車関連は減少。箕面で
は、
飲食、
サービスは微増、
他は横ばい。
③敷地規模・間口・駐車台数
ＳＣ・ＨＣは巨大化し、専門店も倍近くに巨大化して

●

いる。
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坪15台）
であった。
Ｈ16では、
倉庫、
ゴルフ用品で駐

複数店舗のコラボレーション化

●

車場を共用して規模450坪、間口50ｍ、25台となっ

最近では、
敷地規模が大きく、
駐車台数を多く確保

たが、
Ｈ22では、
同敷地は、
セルフうどん単独店舗＋

して業種の異なる複数店舗はコラボの形で併設さ

併設駐車場となり店舗規模が拡大している。

れるのを見受ける。
駐車場は共用である。

標準店舗のモデル収支内容
（大阪府不動産鑑定士協会 谷山

亘 委員ほかの報告）

コンビニ、
ホームセンター、
レジャー、家電量販、
ドラッ
グストア、
食品スーパー等の業種の路線商業での標準
店舗の敷地面積、
店舗面積、
駐車台数をアンケート結
果及び各事業者へのヒアリング等に基づき設定して、
店舗の標準的な売上高、原価・費用等の収支内容を
検討し、
そこで想定される地代、家賃はどの程度であ
るのか調査研究した。標準店舗とは、売上高と人件
費、地代家賃等の経費の収支から見て最も効率の良
い、理想的な店舗内容ということである。
これらの調査
結果のうち、
コンビニとホームセンターの業種について、
研修会で報告した。

ま と め
今回の調査研究の目的は、近年、全国的に幹線沿

れより長期安定した地代の確保が大切と考え、地代

いの路線商業の商業集積が増す中で、バブル崩壊

は、事業者が提案する事業収支から算出される地代

後、店舗の経営形態が従来の建設協力金方式のほ

ベースを標準として或いはこれを限度として交渉のう

かに事業用定期借地権を利用した借地方式等が増

え、決定されている。路線の商業地代が、地域を問わ

加の傾向にあるので、
その実態を調査し、果たして地

ず概ね一定額の範囲で相場が形成されているのが

代、
家賃はどのようにして決まっているのか、
そのメカニ

何よりの証左である。

ズムを解明することである。最大の関心事は、
地代、
家

また、
業種、
企業により地代の負担能力が異なること

賃は地価等を反映したものであるのか、
或いは事業収

も明らかとなった。
そこで、今後の課題は、現在の新規

益から算定される負担能力をベースとするのか、
という

賃料、継続賃料の評価基準は、今日の商業環境での

ことである。

地代、家賃の評価依頼に十分に対応できるかで、
とり

結果は、
路線商業にみる限り、
地代決定には地価は

わけ、継続賃料評価では収益面からどのように取り組

重要な考量要因でないことが判明した。現在の経済

むべきか、
検討の必要があると思われる。

環境の下では、地主は、高い地代を当然に望むが、
そ

（なかじま たもつ・堂島総合評価システム
（株）
）
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「大阪士協会の今後のあり方」
──── 調査報告
副会長

松永

明

して１年間の成果としてまとめ上げたものが「最終報

当協会は、
平成17年度の会員数590名をピークに急

告書」です。

激な減少に転じ、平成23年１月時点で507名（83名、

ここには、
会員の生の声、
鑑定業に関するデータ、
需

14%減）
となり、
未だ止まる傾向にありません。
この傾向は、
ベテラン鑑定士の退会、
若手鑑定士の

給動向、他士業の動向等、様々な調査分析がとりまと

東京への転勤・転職等によるもので、
その背景には、
公

められております。分析内容は、
もちろん大阪の問題を

的評価の減少や報酬料のダンピング等による明らかな

中心としておりますが、
明日の日本の鑑定業界のあり方

実収入減少にあります。

といっても過言ではありません。

当協会では、
これまでの不動産鑑定の「業界」
「鑑

当協会では、
この報告書を基に具体の事業を進め

定士」
「協会」のあるべき姿を見つめ直し、
今後の方向

てまいります。
たとえば、
他士業とのさらに強い連携、
事

性を明らかにすることが、
まずもって必要な視点だと痛

前審査体制による高品質の保証と応分の報酬の獲

感しました。

得、
取引事例等の取扱いについての厳格なコンプライ

そこで、平成21年秋頃より、協会として新事業推進

アンス体制の保持等です。
さらに会員の皆様の建設

プロジェクトを立ち上げました。
そして理事職を中心に、

的な意見をお寄せいただき、
今後の協会のあるべき姿

客観的立場から三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

を創っていきたいと思っております。
（まつなが あきら・
（株）
アクセス鑑定）

（株）
にも実態調査のコンサルをお願いし、大いに議論

不動産鑑定業界の現状と
協会の役割に関する調査
「最終報告書」
までの経過と概要
情報企画委員会

北川 忠志

と表記）
ティング
（株）
（以下「MURC」
より
「不動産鑑定

平成22年10月28日、三菱UFJリサーチ＆コンサル

特集
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業界の現状と協会の役割に関する調査『最終報告

の会員業者として対応すべきことも当然あるであろう

書』」
と題した報告書は臨時理事会において、
その内

が、組織として士協会がこれに対してなんらかの対応

容が説明され、理事会として正式に検収し、納品を受

をするべきではなかろうか。
いずれかの業者が勝ち残

けることとなりました。

り、
いずれかの業者が去って逝く、
のではなく、
現状を放

この報告書には「最終」
との文字が添えられてはい

置すれば業界全体が縮小するのみであり、
座して死を

ますが、
内容は決して最終的な結論を示すものではな

待つより、
士協会として打つべき手は打つべきではない

く、
大阪士協会にとっての「始まり」であるものと、
我々は

か？』

認識しており、
このことは同年12月9日に開催された「大

この提案に対して同年11月以降、正副会長に理事

阪士協会の今後のあり方」調査報告説明会に参加さ

有志を加えたメンバーによる会議において、
この「打つ

れた会員諸兄はその内容が「最終」ではなく、
「始まり」

べき手」についての検討が開始され、
その後の12月理

であることについて充分にご理解いただけたものと感

事会において正式に新プロジェクト事業を情報企画委

じています。

員会が中心となって立ち上げることが決定されました。

その「始まり」の始まりは、
平成21年11月理事会での

その後は正副会長、理事有志、情報企画委員を中

松永副会長からの次のような提案でした。
『 確実に悪

心にした事業プロジェクトチーム
（事業PT）
による会議

化しつつある鑑定業界を取り巻く環境に対して、個々

が月２回のペースで開催され、数々の試行錯誤を繰り

「大阪士協会の今後のあり方」調査報告
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返しながら、
3月にはプロジェクトの方向性を以下のとお

認識から、
士協会の昨今の財政状況を鑑みて、
果たし

り明確化しました。

てこれだけの支出に意味があるのかとの疑問が事業

危機に対する現状認識として、鑑定評価制度に対

PTメンバーの中に生じ、当然、次年度総会での予算

する意義の変化、鑑定評価に対する信用の低下、価

審議で決せられることとなるのですが、
これに先立ち

格競争の激化が、
また、
危機に対応する方策として、
イ

同年3月26日に士協会の顧問、相談役にご参集頂き、

ニシアティブの確立（信用の確立）
を基本理念としつ

事業PTでの検討事項および当該事業等を実施する

つ、
具体的施策として事業体制の構築、
事例管理シス

ために多額の予算を使って外部専門家の協力を求め

テムの構築、審査システムの構築が必要であるとの結

ることについての説明をさせていただきました。

論に達しました。
また、
これらを実現するためには鑑定

各顧問、相談役も、
当然、業界の厳しい現状につい

業界の現状についての部外専門家による客観的な分

ての認識は共通であり、多数のご意見と併せて、各事

析、
当該客観的分析に対する全会員の中での共通認

業については積極的に進めるようにとの強い支持の立

識（組織内部での共通問題意識）
の構築、実現に向

場を表明していただきました。
その後、
翌年5月31日の通常総会で、
外部委託費用

けての方向性の示唆が是非とも必要であり、外部専

を情報企画委員会の予算として承認していただき、
複

門家の活用が必要であるとの結論に達しました。
この外部専門家の活用にはその作業量から見積

数の調査専門会社からの仕様書に従った企画提案

もって500万円から1000万円の予算措置が必要との

見積書を審査の上で、MURCに外部専門機関として

大項目

考え方

中項目
倫理・コンプライアンス

や Ⅰ
る
べ
き
最
低
限 Ⅱ
の
こ
と
Ⅲ

自主規律

自主規律・品質の向上は喫緊の課題であり、意識・認 情報管理
識や覚悟のレベルの話である
公平性
ルールや規則への遵守意識を高め、違反には断固と
した姿勢で臨む規則の制定と実行が必要である
最低品質の確保

考え方
すべての基礎であり、最優先で取り組むべき
個人情報リスクが相当大きい
利害調整や誤解を解きながら進めてゆく
品質の最低レベルを底上げする

品質の向上
専門性の向上

専門性の高い鑑定や周辺業務へ組織的に対応する

制度設計
研修

「自主規律」「品質の向上」を「研修」が下支えする

商品品質や倫理・コンプラ等に研修面で取り組む
研修の改善

Ⅳ 社会ニーズへの対応

社
会
へ
の
貢
献 Ⅴ

第１ステップは、「講演」や「執筆」の積極展開し、社会
との対話（PDCA)を進める

社会ニーズの深耕
クライアントの視点でものを考える
社会ニーズへの直接対応
施策提言

情報発信

将来の大阪士協会のプレゼンス向上の布石とする

情報戦略

高い社会的使命を果たす

広報宣伝
組
Ⅵ
織

改革するに相応しい組織・規則が必要となる

組織改編

理想の実現の為、組織の改編が必要である

士協会の枠組みではできないことに取り組む

政治

既存の法令の枠内で解決できない問題にとりくむ

組織体制

特集
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今 回の最 終 報 告 書は現 状を変えるための第１

の作業を依頼することとなりました。
MURCには単に外部専門家として独自の調査活動

フェーズを示したものにほかならず、
決して「最終」など

を行なうのではなく、
事業PTの会議に逐一出席するこ

ではありません。気付いてしまったからには前進するし

とで、
議論の内容を理解し、
かつ、
外部専門家としての

かなく、
もう後戻りはできません。残念ながら12月9日の

客観的な判断基準をもって調査を進めてもらうこととし

説明会に参加できなかった会員諸兄は、士協会事務

ました。

局に備付の「始まり」
を詳しく解説した最終報告書（全
177頁です。）
を一読頂くことを期待いたします。

報告書作成では、士協会会員の現状認識状況に
ついてのアンケート調査を追加することで、
問題意識を

今回の報告書は主に現状分析及び施策の方向性

束ねることにも留意し、
現状分析を行なった結果、
施策

と検討課題をテーマとしており、第2フェーズは施策の

の方向性及びその優先順位を表のとおり結論付けて

方向性に従ったより具体的な施策立案を行ない、第3

います。

フェーズでは施策の実行が行なわれます。

12月9日に配布された報告書において、
士協会が為

「士協会としての打つべき手」は決してここで終わる

すべき施策の方向性のサマリーとして提示された内

訳ではなく、第３フェーズの施策の実行結果に対する

容を転記しましたが、
よく見てみると一般企業が普通に

評価が行なわれ、評価結果に基づく施策の改善、
さら

行なってきていたことを我々鑑定業界の大半の構成

に改善結果に基づく次の施策立案、
そして実行、
さら

委員は普通に怠っていたことに気付かされました。

にその評価とこの段階を相互に繰り返すことで「打つ

これらの施策が確実に実施されるためには、
大阪士

べき手」は常に進化し続ける必要があります。
その過

協会の全ての会員の現状に対する深い現状認識とこ

程においては会員全員が一丸となって乗越えるべき

れに対する問題意識、
施策に取組む全会員の強い意

問題も含まれるかもしれません。
しかし、会員の皆様か

思を束ねること、
さらに、
これを実現する新しい組織体

ら頂いたアンケート結果からは、
座して死を待つのであ

制作りが重要であるにもかかわらず、未だ、我々は方

れば共に戦うとのお気持ちを読み取ることができます。

向性が少しずつ異なる問題意識、施策に対する疑

今後とも士協会の新事業に対して、
ご理解ご協力をお

念、親睦を中心とした旧態依然とした組織しか持ちえ

願いいたします。

ていません。

（きたがわ ただし・北川不動産鑑定事務所）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
（株）作成の
「不動産業界の現状と協会の役割に関する
調査『最終報告書』」
の原本は、事務局にて保管、会員の閲覧は可能です。
（会員個人のアン
ケート等があるためコピーは不可）また、
【要点版】
は若干の残部数があり、
配布しております。

「大阪士協会の今後のあり方」調査報告
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第8回 大阪自由業団体連絡協議会

構成団体のご紹介

日本弁理士会 近畿支部
弁理士は、
ご承知のとおり、
特許・実用新案・意匠・商
標など知的財産を専門に扱う国家資格者であり、
実務
能力の向上及び倫理の徹底のために研修を受講する

日本弁理士会近畿支部

ことが義務付けられています。
そして、弁理士は、知的

支部長

板谷 康夫

財産の創造から権利取得さらには権利活用の全ての
段階において各種技術分野毎に、
総合コンサルタントと

また、
当会では、
貴会等のような各種士業団体と相互

して専門サービスを提供できるように努めています。

に協力して研修や事業を推進しており、
ユーザに対し

日本弁理士会近畿支部は、
下記のとおり、
社会貢献

て総合的なサービスを提供でき、
さらには、
人の繋がりに

活動の一環として、
地域ユーザの皆様に向けて、
知的

よる顧客紹介を含む連携を目指しています。各種士業

財産制度の普及・支援のための各種イベントやセミ

が連携して、
ユーザに有効なサービスを提供することが

ナー・無料相談会等を開催し、
各種情報を提供し、
さら

でき、
ユーザの事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦

には、公的機関や団体等からの要請に応じて適任の

略を推進し、
経営成果の向上に貢献できれば幸いでご

弁理士を講師として派遣しています。

ざいます。

日本弁理士会近畿支部の概要
４．目

日本弁理士会近畿支部は、
日本弁理士会則（第１０

的

４条以下の支部に関する規定）
に基づいて、
昭和５９年

近畿支部は、
日本弁理士会の地域下部組織として

１２月２４日開催の臨時総会、
昭和６０年２月１日の支部

の機能を発揮するとともに、
本会と支部会員との緊密

設置会議を経て、
同日設置された日本弁理士会の第一

な連絡を図り、
もって本会の目的達成と事業の推進

番目の支部です。

に資することを目的としております。
５．事業内容
（１）
支部会員の指導、
連絡及び監督

１．所 在 地

（２）会務に関し、
本会から支部に委任された事項を

〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目3番20号

実行

明治安田生命大阪梅田ビル25階
ＴＥＬ 06-6453-8200

（３）
本会からの通達事項を支部会員に周知徹底

ＦＡＸ 06-6453-8210

（４）
支部会員の資質の向上を図る事業を実施

URL http://www.kjpaa.jp/

（５）
支部会員の綱紀を保持し、
その信用および品位

２．設立年月日
昭和６０年２月１日

の向上を図る施策を実施

３．会 員 数

（６）
支部会員の意見を本会に連絡

1,891名
（全国 8,703名）
（平成23年1月現在）

（７）
本会に対し建議し、
あるいは諮問に対し答申

大阪府………1,436名

京都府………173名

（８）
知的財産権制度及び弁理士制度の普及

兵庫県 ……… 199名

滋賀県 ……… 43名

（９）前各号のほか、近畿支部の目的達成に必要な

奈良県…………39名

和歌山県………6名

事業を実施

12
鑑定おおさか No.36

６．支部地域

②倫理・違反者調査委員会

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山

（活動内容）近畿支部会員に対する弁理士倫理の

県
（二府四県）
７．役

違反調査及び指導並びに支部地域における弁理

員

士法違反者の調査

支 部 長 板谷康夫
副支部長 鮫 島 武 信

③知的財産権制度検討委員会
同

松川克明

（活動内容）知的財産権制度に関する調査研究及

同

楠本高義

同

高田健市

同

松下

正

同

境

同

喜多秀樹

同

藤井

淳

（活動内容）本会及び支部に関する情報を支部会

同

稲葉和久

同

佐々木眞人

員に周知させるための情報提供と近畿支部のＩＴ化

び新規業務に関する調査研究

正寿

④広報Ｉ
Ｔ委員会

（ほか 幹事２０名 監査役５名）

促進に関する調査研究及び立案支部活動の広報

支部長、副支部長、幹事２０名と監査役５名を支部

に関する立案及び実行

総会で選任します。
任期は、
４月１日から１年間です。
８．組

⑤総務企画委員会

織

（活動内容）近畿支部の運営に関する総合的な調

支部総会→支部役員会
（正副支部長会）
→４地区会

査、
企画並びに支部会員を対象にした弁理士業務

監査役会 ９委員会

の改善についての検討及び対策

支部総会設置

７委員会

⑥知財立国サポート委員会

支部役員会設置 ２委員会

（活動内容）知的財産立国戦略に関連した事業へ

＜地区会＞

の対応

①京都地区会

⑦ベンチャーサポート委員会

（職務権限）近畿支部から委嘱を受けた事項の実

（活動内容）
バイオサポーター構想及び一般的なベ

行、
その他必要な事務

ンチャーサポートへの対応

②兵庫地区会

⑧弁理士関係法規検討委員会

（職務権限）近畿支部から委嘱を受けた事項の実

（活動内容）弁理士法・日本弁理士会則等の改正に

行、
その他必要な事務

向けての検討

③和歌山地区会

⑨国際情報委員会

（職務権限）近畿支部から委嘱を受けた事項の実

（活動内容）外国知的財産権制度に関する具体的

行、
その他必要な事務

な調査・研究

④滋賀地区会

９．その他

（職務権限）近畿支部から委嘱を受けた事項の実

日本弁理士会近畿支部室としては、
昭和４６年１月１

行、
その他必要な事務

４日に設置。
（設置当初は名称：大阪分室）

＜委員会＞

平成９年に日本知的財産仲裁センター
（設置当初は

①知財制度普及委員会

名称：工業所有権仲裁センター）
関西支部弁理士会

（活動内容）支部地域における弁理士制度及び知

分室を開設。

的財産制度の普及活動

以 上
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●

広報推進委員会

田畑 慶裕

256mm

携帯式ハンディスキャナ ３Ｒシステム・Ｒ-ＨＳＡ６１０ＢＫ
●実勢価格

約15,000円

実は相当昔からこの手のハンディスキャ

ら、携帯型としては十分な実用域に入った

ナは存在していましたし、先生方の中には

と言えそうです。電池の持ちはカラー１００

実際に買われた方もおられるかもしれませ

枚、
モノクロ１５０枚とのカタログデータです

ん。
ただ、
以前の携帯型スキャナは、
形は大

が、
使用電池は単三２本、
いざとなればコン

きくカバンの中でゴロゴロするは、読み取り

ビニで簡単に入手でき、
あまり心配はなさそ

幅は狭く、解像度はイマイチ、電池の持ち

うです。

は悪いと、
まるでいいトコなし。法務局や役

使い勝手の方は、
まずもって、
インストー

所内でのコピー機設置が進んだ結果、
自

ルとか、
パソコンの特別な設定とかは一切

然と棚の奥に片付けられたままとなってい

不要ですから、
ワープロ人差し指１本打法

るのではないでしょうか。
しかし、
この度登

の先生でも安心です。実際の読込みもス

場のモノは、
幅３センチ、
長さは２５センチ半

イッチを入れてなぞるだけなので、
１、
２回試

と最大読み取り可能幅Ａ４横より少し長い

せば、
練習までは要らないでしょう。

だけ、重さも電池込２１０グラムと、大きさ的

保存形式がＰＤＦ選択できず、
デジカメな

には細長い水準器という感じで、解像度は

どで一般的なＪＰＥＧだけですが、
マイクロＳ

６００ＤＰＩ
（設置型での２番目くらいの精細

Ｄ
（ＨＣも可）
カードやＵＳＢ端子が付いてい

モード）、
これでＡ４判１３秒のスピード読み

るのでパソコンへの取り込みは簡単です。

取り、
しかもカラーもバッチリときていますか

単品では取り込み状態の判別ができま

●
●

30mm

●
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せんが、
ＳＤカード差し替えでデジカメでおおよその確

（キングジムなど他のメーカーの参入も発表されていま

認は可能なようです（フォルダの設定が必要ですが

す）

…）。
この４月より、
法務局のコピー機が順次撤去になり

大型の事務機店、
家電量販店などにありますが、
値

ますし、出先でのコンビニ探しから解放され、サッとコ

段は家電量販店の方が安いかも。

ピーには重宝する一品かもしれません。

（写真は同社カタログから）

ユニット交換式カメラシステム リコー・ＧＸＲ
●実勢価格？ 近時値崩れが激しいので要注意

これは一眼レフカメラの交換レンズをＣＭＯＳやＣＣＤ
映像素子と一体化するという新発想カメラシステムで
す。
一眼レフカメラはご存じのようにカメラ本体はそのま
まで、撮影目的（距離や角度）
に応じてレンズを交換で
きるカメラです。従来は価格が高く、
カメラの心臓部分
とも言える映像素子（とか画像処理エンジン）
は本体
側の機能でした。
これをレンズ側にくっつけた訳です。
パンフではレンズと映像素子が一体となることによる最
適化を特徴として謳っていますが、
何と言ってもＣＭＯＳ
（写真は同社カタログから）

やＣＣＤの映像素子の価格低下がなせたわざと言える
商品でしょう。一体化によるメリットは、
むしろレンズと映

んが、
中級カメラに一定ポジションを身を置きそうなジャ

像素子が密封化され、
レンズ交換の際、
カメラの心臓

ンルのカメラです。せっかく１眼レフデジカメを買っても、

部分が外気にさらされる必要がなくなったことでしょう。

どうしてもピントが甘くなりがちなズームレンズを１本しか

プロや高級アマチュア向けのフルサイズ一眼（35ミリフ

持ってないのでは、
レンズ交換カメラを買った意味があ

イルムタイプのカメラと同じ映像素子の大きさ）
でなけ

りません。
レンズを取り替えて使いこなしたい、
写真にこ

れば、映像素子数はこだわる必要がないので、
この意

だわる先生にはいいかもしれません。私は個人的には

味でも合理的な発想かもしれません。
まだ、追随メー

やっぱりフルサイズ派ですが
（もちろん、
まだ持ってませ

カーが出てきていないので、将来の動向はわかりませ

んが、
被写体が見つかれば即買うかも）…。

オフライン パソコン メーカー不問・機種不問
●実勢価格

約30,000円〜
（中古活用なら０円〜）

最近、多数の方に連絡文とかをメール配信すること

のと同じことで、
執拗なストーカーには全く意味がありま

が多くなったのですが、
まぁ皆さん、
不用心というか、
危

せん。
ＩＰアドレス変更しなければ、安全な場所へ引っ

険きわまりないというか、
「 人の迷惑顧みず」で怪しい

越ししたことになりません。登録も教えもしていないの

ファイルをバラまいていらっしゃいます。中には、堂々と

に、
メルアド関係なしにアップデートプログラムやそのフ

「イタズラメールがくるのでアドレスを変更します」など

リをしたクッキーとかスパイウェア
（監視プログラム）
の類

と、
エロサイト愛好家であることを公言しているかの方

が頻繁に送られてくるのがいい例です。
かなりはチェッ

もおられて失笑ものです。
だいたい、
メールアドレスなん

クソフトでブロックされますが、
中にはかいくぐって来る

かいくら変更しても、家はそのままで表札だけを替えた

のもあるかもしれません。
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昨年11月20日（土）、
『 事業承継』をテーマ

各士業女性
合同研修会
報告

に、各士業女性合同研修会が開催され、盛況の
内に終了致しました。今回は、弁護士の方々も
多数参加頂き、5士業にて意見交換がされ、
と
ても有意義なものでした。当士会では、税理士
としても多方面で活躍中の堀三芳会員がパネ
ラーを務めました。また、司会進行を大西薫委
員が担当しました。
全国司法書士女性会のホームページ
（http://shihosyoshi-joseikai.com/）
にて
研修会の様子や一部の講演が動画配信されて

主 催：日本公認会計士協会近畿会、

います。今回参加できなかった方で、興味のあ

全国司法書士女性会、

る方はご覧下さい。基調講演講師の根岸良子

全国女性税理士連盟、

氏（公認会計士）
やコーディネーターの今川嘉

（社）大阪府不動産鑑定士協会
広報推進委員会

文氏（神戸学院大学法科大学院教授）をはじ
め、当日参加頂いた士業の方々よりコメントが

杉谷 知江子

寄せられておりますので、紹介致します。

■ 公認会計士
───────────
─ 根岸 良子 氏

というのが個人的感想です。
とはいえ、株価の高い企

私は、事業承継円滑化のための総合的支援策（略

適用を検討する企業はそれなりに存在すると思われま

して経営承継円滑化法といわれ、
事業承継税制、
民法

す。
ところで、
事業承継税制の適用の要件となっている

の特例、
金融支援の三本柱から成っています）
の中の、

雇用8割の継続は、
かなり重い条件であり、
むしろ新事

特に事業承継税制についてお話しをさせて頂きました。

業承継税制を適用せず、
タックス・プランニングによって、

事業承継税制は、一定の条件を満たせば、非上場株

株価を適正水準まで下げて承継するという対策も多く

式（いわゆる同族株式）
の相続時の評価額を8割減額

とられているのが現実です。

業は、
まだたくさん存在しているので、
事業承継税制の

して、
相続税の納税の猶予を認めるという制度です。
非

いずれにせよ、事業承継を円滑に履行するには、本

上場株式の生前贈与についても、一定の条件を満た

研修会に参加された専門家の先生方のご協力が必須

せば贈与税の納付は猶予されます。農地の納税猶予

でございます。不動産鑑定士先生のお仕事に関連し

制度によく似た制度となっています。
非上場株式を相続

て、
株価算定や個人所有不動産の相続評価の過程に

する時に相続税が重すぎたり、
遺留分権者からの遺留

おいては、財産評価基本通達を適用するより、時価評

分請求に応えるために代償財産を拠出する等によっ

価した方が有利になる場合も多いので、
そういった部

て、
経営が悪化するというケースが多く発生していまし

分でお手伝いいただくケースが、
最近、
非常に多くなっ

たので、
本制度の成立は、
中小企業から切望されてい

ています。今後とも、皆様と力を合わせて、顧問先の繁

ました。
しかし、
バブル崩壊、
リーマンショックを経て、
どう

栄のために尽くしたいと思っております。
（株）
中央綜合ビジネスコンサルティング）
（ねぎし よしこ・

すれば利益を出せるか、
ということに苦しんでいる中小
企業の現状を見るに、
本制度の成立は少し遅すぎた、
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■ 神戸学院大学 法科大学院教授
───────────
─ 今川 嘉文 氏

です。若手の女性弁護士が他士業の方と知り合うきっ
かけにもなりますので、
今後も参加する方向で進めてい

事業承継は、
株式を含む財産評価が重要な意義を

けたらと思っています。

有する。例えば、
株式の買取、
相続財産の公平性の担

（やくら あきこ・アスカ法律事務所）

保、
M&Aに係るデューディリジェンス等である。事業承

■ 不動産鑑定士
───────────
─堀

継後、
新経営者が株式をより集中させるため多額の借
入金が生じた場合、
再度財産の評価が問題となる。新

三芳 氏

経営者が保有する自社株式の一部を発行会社が自己

女性パワーに圧倒されました。サムライ業の９団体

株式化する場合も同様である。
株式評価は様々な要因

（弁護士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士・行

を反映し、不動産等の資産状況は主たる要因の一つ

政書士・中小企業診断士・土地家屋調査士・税理士・不

である。発行会社の態様にもよるが、株式評価は不動

動産鑑定士）
の内、法律改正についての建議権が与

産鑑定といっても過言ではなく、事業承継は不動産鑑

えられているのは税理士会（税理士法49条の11）
だけ

定ともいえる。

です。
法律に関係なく、
団結した女性パワーで世の中の
「なんで？」
に立ち向かって下さい。

（いまがわ よしふみ・全国司法書士女性会 特別会員）

（ほり みつよし・
（株）
大阪合同鑑定事務所）

■ 公認会計士
───────────
─ 堤 あづさ 氏
今回の講演会は大変に盛況で、性別、年齢を問わ

■ 不動産鑑定士
───────────
─ 杉谷 知江子

ず幅広い方々にご参加いただきました。
特に、
事業承継

今回、
（社）大阪府不動産鑑定士協会が幹事士業

という会計士には興味深いテーマであったこともあり、

を務めました。他の士業のご協力のお陰で無事終える

33名の会計士が参加させていただきました。
これからも

ことができ、
ほっとしております。
今回は日本公認会計士

他の士業との連携を深めるべく研修会を続けていきた

協会近畿会のご厚意により、
研修会会場をお借りできま

いと思いますので宜しくお願いします。

した。
当士会の厳しい経済環境では夢のまた夢ではあ
りますが、他の参加士業団体が自前の会館や講演会

（つつみ あづさ・あずさ監査法人）

場を確保しているのをうらやましく思いました。

■ 税理士
───────────
─ 山下 宜子 氏

士業にとっては厳しい状況の昨今ではありますが、
そ
んな時こそ前向きに、
士業相互が協力しあい、
刺激しあ

それぞれの専門分野から実務家の視点で情報発

い、
社会要請に応え得る存在となりたいものです。

信をするよい機会だと思います。
研修会ではレベルアッ

（すぎたに ちえこ・
（株）
杉谷アプレイザル＆リサーチ）

プを目指し、懇親会では和気あいあいと業務で連携し
合う仲間作りをしながら、
継続することができればと思い
ます。
（やました のりこ・山下宜子税理士事務所）

■ 弁護士
───────────
─ 矢倉 昌子 氏
色々な士業の女性
（男性も）
が一同に会することがで
きる機会なので、
1年に1回でも続けていくことに意味が
あると思いました。
懇親会もとてもにぎやかで楽しかった
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大阪府下では、
いまから300年前に世紀の大事業と

田会所が完成しました。新田開発はその後も代々すす

いわれた大和川の付替え工事により旧大和川流域と

められ、
天保末年には１０５町余の大きな規模となったと

大阪湾岸部の河口周辺の２カ所で安中新田や鴻池新

のことです。

田など多くの新田が開発されました。

加賀屋新田会所は、大阪府下にあった会所の多く

加賀屋新田は、
大阪淡路町の両替商である加賀屋

が失われているなかで、
安中新田会所と鴻池新田会所

甚兵衛が新大和川の河口部付近（現住之江区加賀

とともに、
創建時の屋敷地と建物がほぼ現存する貴重

屋地区）
にて開発に着手したもので、
江戸時代の中期

なもので、大阪市有形重要文化財に指定されていま

（宝暦４年）
には新田管理事務の拠点として加賀屋新

す。会所敷地内には、
鳳鳴亭、
書院、
居宅、
土蔵などの
建物と起伏に富んだ庭園と池泉が配置されており、
鳳
鳴亭と命名された茶室は、
高床で池面に張り出す姿は
威厳と風格を感じさせるものでした。
建物各部の洗練さ
れた部材、書院の銘木化粧材の細やかな細工、軒下
の長尺杉の磨き丸太や渡り廊下の松の巾広板等、
時を
忘れて見入るばかりでありました。
まことに旧新田会所
巡りのフィニッシュにふさわしい、
大阪の誇り高き名所に
癒されたひとときでした。
（つだ おさみ・津田不動産鑑定士事務所）
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日本近代建築の粋といわれる桂離宮を半年前に訪

ある｢客殿｣一の間の飾り棚は、
長短５枚のケヤキ板

ねた後、同時代を代表する山荘として並び称される、

が絶妙なバランスで浮き立つように配置されており、

修学院離宮を見ておきたいとの思いから、
宮内庁への

あたかも霞がたなびくさまに似ていることから｢霞棚

参観申込を経てこのほど春もようやくの京都洛北に足

｣と呼ばれ、
桂離宮の｢桂棚｣、
醍醐寺の｢醍醐棚｣と

をはこびました。

ならび天下の三棚と称されている。

修学院離宮は、
比叡山の西麓に広がる緩やかな丘

④三つの御茶屋を連絡する松並木の両側に広がる

陵地にあります。
この離宮は、
江戸幕府の初期、
朝廷と

棚田畑地８万㎡をすべて買い上げて附属農地とし、

幕府との緊張関係が続く中で、
旧修学院村の地に後

自然景観の保持につとめている。耕作は付近農家

水尾上皇によって造営された山荘です。上皇は在位

に依頼しているとのこと。

時代より山荘の造営にふさわしい土地を求めて各地を

⑤上御茶屋は谷川をせきとめて造られた苑池｢浴（よ

見分したが、
この地の見事な景観に心を打たれ山荘

く）龍（りゅう）池（ち）｣を中心に造営されている、周

造営を決意し、設計も自身が行ったということです。当

遊・回遊両様式の優雅な庭園である。
ここに建てら

山荘は、明治１７年に旧宮内省に移管され、｢修学院

れている｢隣雲亭｣はその名にふさわしく当離宮の

離宮｣と称された、
とのことです。離宮の細かい歴史は

最も高所に位置し、眺望は圧巻である。北山、西山

パンフレットに譲るとして、
その見どころを私なりに整理

の峰々や京都市街が一望できる。
⑥｢浴龍池｣は、常にほどよいさざ波が生ずるよう水深

してみました。

は５０ｃｍと見た目より浅く造られている。
中島や池廻

①東山連峰と比叡山を借景とし、
周辺の自然景観と融
け合った総面積５４万５千㎡超のスケールの大きな

りの樹木と水面にゆらぐ樹影に心身から癒される。

山荘庭園である。

池廻りに築かれている土堰堤は３〜４段の石垣で
土留めされており、
当時としてはかなり大掛かりな工

②標高差４０ｍの高台地に上
（かみ）･中
（なか）
･下（し

事であったと思われる。

も）
の三つのそれぞれ独立した離宮（御茶屋）が自
然の地形の高低と広がりを生かして緻密に配置さ

壮大でおおらかな日本庭園文化を満喫して帰路に

れている。

ついたわたしたちでした。

③三つの御茶屋には数奇屋風の建物や細部に贅を

（つだ おさみ・津田不動産鑑定士事務所）

尽くした小亭が配されている。
なかでも中御茶屋に
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会員寄稿
会員寄稿

枚方船着場より毛馬を
経て八軒屋浜へ（後編）
湯浅 富一

７. 淀川ワンド

の名残の一部です。
「文禄堤」は再三の淀川改修のた

ワンドとは淀川本流とつながっているか、
増水した時

め、
今では川より離れましたが、
築造時は大坂と伏見を

につながる、
河川敷にある小さな池のことです。
その生

結ぶ最短距離を目論んだものです。

成は淀川の改修工事によるもので、
明治期に大阪湾か

「守口市駅」や「文禄堤」周辺が江戸時代に栄えた

ら淀川を通って京都まで、蒸気船が遡航し易いよう水

「守口宿」で南北平均約１０町、
東西平均約１町と言わ

深を保ち、水流の速さを抑えるために「水制」
という河

れた淀川沿いの南北に長い宿場町であったようです。

川構造物：木の小枝や下草を使って大きなマット
：
（粗朶

只、
大坂より余りに近いので殷賑さを求めるべくもなかっ

沈床工）
を作り、
それを何重にも重ねて大きな石で川底

たと思われます。守口宿跡付近を歩けば、
往時の雰囲

に沈めたものを、
岸から川に向かって垂直に造り、
やが

気も残っていますが、
枚方宿と異なり、
行政も住人も
「時

てこの「水制」に囲まれた所に土砂が堆積した上に水

の流れに身を任せ？」のようです。

際を好む植生が繁茂し、
ワンドの原型が造られました。

９. 城北公園菖蒲園と千人塚

淀川本流とつながりはあるものの、水流が穏やかな

城北ワンドの南方に城北公園菖蒲園があります。公

ので、淡水魚の生息に適し、水生植物が繁茂する所

園全体は昭和９年（1934）
に淀川の旧河川敷を利用し

は、
魚の産卵や稚魚の生息に絶好の場所であり、
淀川

て開園されたもので面積約１０.８haで、
昔の水たまりは

本流には、
左岸、
右岸で合わせて約４５のワンドがあり、

いろんな渡り鳥の飛んでくる池に変わりました。菖蒲園

環境が少しずつ違うため、
それぞれが個性的です。特

は公園の中にあり、
昭和３９年（1964）開園したもので、

に、
城北ワンド群では、
絶滅のおそれのある国指定の天

関西で初めてできた回遊式花菖蒲園で、
早咲きの江戸

然記念物の淡水魚「イタセンバラ」の生息地として注目

系、
伊勢系、
遅咲きの肥後系など約２５０品種、
約１２,０

されています。
（H22.07.07付朝日新聞参照）

００株の花が咲き、
５月下旬から６月上旬にかけて、
菖蒲

一方、元来この水域に生息していなかった外来魚

の名所として大阪市民のみならず近郊の人々や観光

（ブラックバス・ブルーギル）
の繁殖、
外来植物のボタンウ

客の人気を集めています。
シ−ズンには市バスの臨時

キクサ、
ウオーターレタスの急速な繁茂をどう処理する

直行便が大阪駅前から城北公園前まで走ります。
秋に

かが問題となっています。規模の大きなワンドとしては、

は、
「城北菊花展」が大阪市ゆとりとみどり振興局の主

他に庭窪ワンド群があります。

催で行われます。

８. 守口宿跡

尚、
城北公園の中央部の中空に、
大阪では数少ない

現在の淀川からは少し離れますが、
京阪電鉄「守口

有料橋である
「菅原城北大橋」が架かっています。

市駅」出入口の西方すぐそこに、時々人や車が通る

ところで、城北公園の北側の淀川のス−パ−堤防を

「本町橋」
と称する陸橋があり、
（住宅地図にも陸橋名

登りますと、
その上の河川公園の一隅に
「平和地蔵」の

の記載あり）国道１号線より
「守口市駅」へ行くバスや

祠と
「千人つか」
と刻まれた石碑が建てられています。

この
車は「本町橋」の下を通って接近して行きます。

これは昭和２０年６月７日の第３次大阪大空襲でＢ２９

「本町橋」の上を通っている一方通行の道が「京街

-４０９機、
Ｐ５１-１３８機の爆弾と焼夷弾の混投下による

道」であり、
秀吉が文禄年間に築造を命じた「文禄堤」

被災家屋５８,１６５戸、
死者２,７５９人のうち身元不詳の
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被災死者千名以上を荼毘に付した場所です。戦争の

１１. 八軒家浜

無い平和の有難味を感じさせるところです。

八軒家浜は地形的に

淀川堤防上と言えば、場所的に若干西へ外れます

上町台地の北端に位置

が、
「長柄橋南詰東側」に「聖観音像」が祀られていま

し、
その付近に八軒の船

す。
これは同じ日６月７日の空襲で長柄橋付近で亡くな

宿があったことに由来す

られた方を悼んで建立されたものです。

ると言われていますが、

私事で恐縮ですが、同じ６月７日に旧制北野中学２

その正確な位置は定か

年であった小生の家は、
「ガ−ン」の大音響と共に、東

かでありません。平安時代には「渡辺の津」
と呼ばれ、

方４軒目の旅館に落下した大型焼夷弾の火災で、
天満

江戸時代は京都からの三十石船の発着地でしたし、

橋付近一帯はモロに焼かれて焼野原となり、小生は

熊野詣での起点としても旅人の交通の要地でした。
こ

「命あっての物種」
と八軒家浜付近の川原でふるえて

のようなことの周知のため、
最近に近隣町内会が和英

いました。

両面の説明碑を建てました。今ひとつ可成り大きな「小

１０. 毛馬より八軒家浜

楠公義戦の碑」があります。皇紀2600年（1940）
（昭和

船はJR城東貨物線
（貨物列車・歩行者自転車併用）

１５年）
を記念して東区教育会が建てたもので、
南北朝

の赤川鉄橋の下を潜ると、船は進路を南に向け、少し

時代に楠木正行が、
この地付近であった渡辺の戦い

行くと巨大な「淀川大堰」を右に見ながら「南行青信

で大勝し、橋から川に落ちた敵兵を救出し、衣服や薬

号」
を頼りに、
北のゲートから
「毛馬閘門」に吸い込まれ

餌を与えたと伝えられていることを称えています。八軒

るように入って行きました。
当然のこと乍ら、
南のゲートは

家浜から発着の「大阪ダックツアー」があります。
純国産

「南行赤信号」で閉じられており、
間もなく北のゲートが

の水陸両用バスで、定時運行をしており、大阪市内の

閉じられて、
船は閉水域に入りました。
当日はかなりの水

中心部の巡回観光と、
桜宮での大川への「スプラッシュ

位差
（淀川−高、
大川−低）
約２ｍがあり、
水抜きに約１０

インとアウト」が体験できるコ−スで大阪の観光客に受

分を要し、
その間は船員より甲板へ出て周辺の景色を

けています。只、窓がガラス無しの素通しですので、
寒

眺めることを勧められました。
毛馬には東岸に与謝蕪村

暑の時には？です。

の「春風や、
堤長うして、
家遠し」の句碑があり、
西岸に

昨年は「平成ＯＳＡＫＡ天の川伝説２０１０」の行事が

は「旧毛馬閘門」
「明治四二年淀川改修記念碑」
「改

７月７日に催行されました。
これは七夕の夜、
水都大阪の

「眼鏡橋」等があり、半日
修功労者の池野忠雄氏像」

天満橋界隈の大川の川面にみんなの願いを込めた何

の散歩コ−スです。閉水域の南のゲ−トは「南行青信

万といわれるＬＥＤ球「いのり星」
を下流へ向けて放流

号」
と共に開かれ、
船は大川へ出て行き、
快速を発揮し

し、天の川を出現させました。又、事務局に届けられた

て「毛馬橋」
「阪神高速守口線」
「飛翔橋」
「都島橋」

「天の川短冊」
も
「いのり星」
と共に大川に流されまし

「JR大阪環状線」
「源八橋」
「桜宮橋」
「川崎橋」
「天

た。八軒家浜の川辺には、
願文を結んだ大きな笹が何

満橋」
を潜って船は八軒家浜に到着しました。

本もライトアップされており、
普段は運航されない外輪船
を初めとする大小の船が行き交い、薄暮よりヘリコプ
ターがビルの隙間を縫って飛びました。
主催者は「平成
ＯＳＡＫＡ天の川伝説２０１０運営委員会」で、
大阪所在
の多くの会社や組織がバックアップしています。
この行
事は正式には今年が第一回目です。一般の参加費用
は千円で、小生も参加しました。翌日の朝刊にも採りあ
げられました。
今後の発展が期待できます。
（ゆあさ とみかず・
（株）
鑑定研究所）
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広報推進委員会

当大阪府不動産鑑定士協会のインターンシップも今

田畑 慶裕

なったのかもしれません。

年度で早や８年目となりました。
この間、
応募がない年も

個別に学生を預かるという事業の性格上、
多数の会

ありましたが、
ほぼ毎年、
３名から５名程度の大学生の

員が一同に集まって行う行事とはならないので、
関心は

方に参加していただきました。長引く不況の影響に加

やや低いかもしれませんが、
学生の方には未知の仕事

え、
企業拠点の海外転出等で採用事情が悪くなりかけ

を実際に同行、実習してみて概ね好評のようです。今

た当初は、
インターンシップなど流暢なことをしているより

回、
参加学生のリポートから感想を紹介させていただき

も、
とにかくより多くの会社訪問をと言う雰囲気が漂って

ますが、
我々も初心に帰った気持ちになりそうです。

いたのに、
それが極度に悪化、
１/３が就職できない状

また、多忙な業務の中、学生を受入れ、実地実習に

態となった昨今、
あきらめの境地に似たものがでてきて、

ご協力いただいた各事務所の先生方に、
この場を借り

再びインターンシップに参加、
じっくり仕事の研究とあい

てお礼を申し上げます。

私が不動産鑑定士協会でのインターンシップを

士業ということもあり、
大きな責任の伴う職業だと

希望したのは、元々不動産関係の仕事に興味を

思いますが、
毎回個性の異なる不動産を鑑定する

持っていたことと、
世界的な景気の低迷による不動

鑑定士という職業に大きな魅力を感じました。

産業界の不景気が叫ばれる中で、実際の業界内

また、
今回のインターンシップ研修を通して、
それ

で働く方々のお話を伺いたいと考えたことが理由と

ぞれ個性の異なる不動産の面白さを知ることがで

してありました。

き、
改めて不動産関係の職種に対する気持ちが強

初日の協会での研修を終了し、その翌日から

くなりました。

（株）
谷澤総合鑑定所にお世話になり、
一般人が普

研修の中で、
不動産鑑定士という職業について

段触れる機会の少ない不動産鑑定士の仕事につ

漠然としたイメージしか持っていなかった私が不動

いて教えて頂けたこと、
不動産鑑定士という魅力的

産鑑定士の業務の一部に触れることができたこと

な職業について知ることができたのは私にとって大

はとても貴重な経験になりました。対象地調査で調

きな幸運でした。

査させていただいた８件の対象不動産はいずれも

研修が始まるまで不動産鑑定士の業務につい

基準地であり、土地としてはきれいな土地ばかり

てほとんど知識のなかった私にとって、触りの部分

だったので、
不動産鑑定士のプロの方が調査する

だけとはいえ、
鑑定評価というのは非常に難しく感

には比較的簡単な不動産でしたが、
不動産鑑定士

じられました。
本来の業務の50分の1程度の作業し

の実務についてほとんど知識のなかった私には現

かこなしてはいませんが、
それでも現地調査での街

地調査及び役所調査で学んだこと全てが新しいも

の雰囲気の掴み方や対象不動産の特徴の見方等

のでした。
今回学ばせて頂いたこと全てを今後の仕事に対

の業務に関係することも教えて頂くことができました

する考え方に生かしていければと思います。

し、
住宅地の需要者層または住民の方の層や商業

関西大学 竹内友典

地の取引事例の少なさを感じることができました。

（たばた よしひろ・
（株）
タブ不動産鑑定事務所）
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平成 23 年新年賀詞交歓会／麻雀大会
……（親睦委員会 久保田 伸二・くぼた しんじ）
拡大ボウリング大会
……（親睦委員会 北川 忠志・きたがわ ただし）
鳥見山・長谷寺ウォ−キング
……（親睦委員会 小野 愼太郎・おのしんたろう）

拡大親睦ゴルフコンペ
……（親睦委員会 吉川
ワイン同好会
……（親睦委員会 杉本

若実・きっかわ

なおみ）

英樹・すぎもと

ひでき）

平成２３年新年賀詞交歓会
昨年に引き続き、近畿不動産鑑定士協会連合会と
大阪府不動産鑑定士協会との共催による平成23年新
年賀詞交歓会が開催されました。

日

時／平成23年１月21日
（金） 16時〜19時15分

会 場／ザ・
リッツ・カールトン大阪
2階 ザ・グランド・ボールルーム
催 し／第1部 講演会
時 間：16時〜17時20分
業際的な協力体制が今後ます
へと続き、
来賓祝辞は、

講 師：株式会社サエグサ流通研究所
代表取締役 三枝 輝行 氏

ます必要となるであろう大阪弁護士会の上原副会長並

内 容：小売業の現状と逆転の発想

びに昨年に引き続き当賀詞交歓会へとご参加下さいま

第2部 懇親会

した日本不動産鑑定協会の神戸会長の両氏に頂戴致

時 間：17時30分〜19時15分

しました。
その後、
鏡開き、
乾杯、
新入会員の紹介、
抽選会と流

出席者：講演会 78名
（来賓12名含む）

れ、
小野副会長
（大阪士会）
の閉会の辞により幕を閉じ

懇親会 139名
（来賓67名含む）

ました。
第１部は、
株式会社阪神百貨店の社長・会長などの

賀詞交歓会は、
大阪の不動産鑑定士が一堂に会す

要職を歴任された三枝氏に、
「小売業の現状と逆転の

る数少ない場であり、
各業界の方々との親交も図ること

発想」
という主題にてご講演を頂きました。
「阪神百貨

ができる貴重な機会です。
来年はより多くの会員の方々

店の食品売場が何故に日本一の評価を得ることができ

にご参加頂きたいと考えております。

たのか」
など、
ご自身の貴重な体験談を語って下さるとと
もに、
「大阪の小売業の現状」
を分析し、
今後の展望を
お示し頂きました。
大阪駅北ヤードの開発を始め、
多数の大型プロジェ
クトによって大きな変貌を遂げようとしている大阪の不動
産鑑定士にとって、
まさに旬なテーマであり、
我々の業務
にも非常に役立つたくさんの示唆を頂戴致しました。
第２部は、
松永副会長（大阪士会）
の開会の辞に始
まり、
熊澤会長
（近畿会）
、
西川会長
（大阪士会）
の賀詞
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拡大ボウリング大会
すっかり恒例行事として定着した超拡大
ボウリング大会が千日前ファミリーボウルに
於いて去る平成22年9月3日
（金）
に開催さ
れました。
今年の参加者数は他士会への案
内が行われなかったこともあったのか、
前回
よりやや少なく58名
（会員28名、
会員家族等
27名、
事務局3名）
となってしまいましたが、
大阪士会親

です。拡大ボウリング大会に慣れていらっしゃらない方

睦事業としては最大級のイベントであることに変わりは

からは、
「え〜、
そんなに〜？」
との声が上がるぐらい用意

ありません。

された各賞が委員長の絶好調な司会と共に次々と手

また、
このイベントの特色はその参加者を会員だけに

渡され、
さらに会場は盛り上がっていくのでした。

限定せず会員家族等に拡大した結果、
事業所単位で

ボウリングは手軽なようで、
なかなか奥が深く、
老若男

参加いただいている方が多く、
事業所内部のみの親睦

女を問わず一堂に会して競技することのできる特殊な

だけではなく、
普段接する機会の少ない他の事業所の

スポーツで、
今後も大阪士会の親睦事業の中心的イベ

方々との親睦が図れる点にあります。

ントであり続けるでしょう。次年度も、多数の皆さんの参

懇親会場で飲み物と食事で一息ついたら、表彰式

加を是非お待ちしております。

鳥見山・長谷寺ウォーキング
第8回鳥見山・長谷寺ウォーキングが平成22年10月

し、
近くの池のほとりで昼食です。

23日
（土）
に開催されました。今回は、榛原駅〜鳥見山

昼食後は、
森林浴を楽しみながら東海自然歩道を歩

公園〜高塚城跡〜高おかみ神社〜まほろば湖〜長谷

き、
午後3時頃に麓に到着。
ちょうど風もなく、
まほろば湖

寺を巡るコースで、
初めて有志のみではありますが、
宿

（ダム湖）
の鏡のような水面に映る山野の美しい景色を

泊を組み合わせたプランとなっています。

愛でながら湖のまわりを歩き、湖の管理センターで少し

18名の参加者は、
午前10時15分に近鉄榛原駅前に

休憩した後、
長谷寺に向います。
緩やかな下りの道をし

集合。数家リーダーに行程の説明を受けた後、
ストレッ

ばらく歩き、
長谷寺に到着。
無事解散となりました。

チを行い、
出発です。
登山口までは歴史を感じさせる町

長谷寺では、
国指定重要文化財の「十一面観世音

並みを楽しみながら歩き、
ほどなく登山口に到着し、
ハイ

菩薩立像」が特別公開されており、
ほとんどの方が拝観

キングコースに入ります。少し急な勾配を登り鳥見山公

されたようです。
筆者は、
宿泊組ということもあって、
拝観

園に到着し見晴台から大和盆地の美しい景色を堪能

は翌日回しにしましたが、
翌日に観音様のお足元に入り、
その巨大なお姿を下から見上げてその大きさに感動し
ました。
6名の宿泊組は、
「井谷屋旅館」に宿泊、
ゆっくり
と風呂で疲れを癒した後、
美味しい夕食をいただきまし
グッスリ眠れたのは
た。
（その夜は日頃のストレスも忘れ、
言うまでもありません。
）
今回のコースはややハードな登りもありましたが、
毎回
のことですが、
爽快で楽しいウォーキングでした。
次回も
多数のご参加をお待ちしています。
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麻雀大会
平成22年10月2日
（土）
、
ＮＰＯ法人近畿定期借地借
家権推進機構との共催で麻雀大会が開催されました。
参加者は計28名（大阪士会会員10名、
定借機構会
員18名）
、
半チャン3回戦で順位を競います。今回は優
勝から第３位まで全て定借機構の方々に独占されてし
まいました。
次回は大阪士会の名誉挽回を図りたいと思
います。

※成績上位者は次のとおりです。

今回参加されなかった皆さんも次回はお誘い合わせ

●優

の上、
是非ご参加下さい。

勝 …… 清家 克巳 氏
（定借機構）

● 準優勝

…… 平松 友親 氏
（定借機構）

● 第３位

…… 米田 宏己 氏
（定借機構）

拡大親睦ゴルフコンペ
平成22年11月11日
（木）、大阪府下屈指の名門、伏

です
（*＾-＾*）

尾ゴルフ倶楽部において大阪士会第16回拡大親睦ゴ

今回は「拡大」
ゴルフコンペのため前回から始めた分

ルフコンペが行われました。今回の目玉は「拡大」
と銘

科会対抗戦は行いませんでしたが、
次回は再び実施す

打って、
前日の大阪で開かれた不動産鑑定シンポジウ

る予定です。
奮ってご参加ください！

ムに出席された全国の先生方に参
加していただくこと。
神戸本会会長も
※成績上位者は次のとおりです。

ご夫人同伴で参加いただき、
賑やか

【個人戦】

なゴルフコンペとなりました。
当日は気

●優

勝 … 安松谷 博之 会員

温がぐっと下がり冬の訪れが感じら

● 準優勝

…… 渡邊 邦雄 会員

れる一日でした。大阪士会のゴルフ

● 第3位

…… 秦

● ベスグロ

コンペはどうも天気に恵まれないよう

… 木島

敏恭 会員
巧 会員

ワイン同好会
第4回ワイン同好会が、
平成22年11月29日
（月）
午後7

たものをおかわりします。
その後、
赤ワインも同様にいた

時から西区江戸堀の「北川不動産鑑定事務所」にて

だきました。10種類以上の飲み比べができたし、人に

開催されました。

よってワインの好みに違いがあることもわかり、
大変面白

今回はワイン卸業のピーロート
・ジャパンの鈴鹿氏をお

かったです。
ゆったりした会場で美味しいワインと料理を

招きし、
約10名の参

楽しみながら、
会話も弾み、
あっという間に閉会時間の

加者でのワイン試

午後9時になりました。試飲ではなく本気飲みの参加者
（私）
でした。

飲会です。
まず、小
さなコップで白ワイ

会場の提供と美味しい料理を準備してくださった北

ン数種類を一通り

川会員、
美味しい料理を作ってくださった事務局田上さ

いただき、気に入っ

ん、
合田さん、
本当にありがとうございました。
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平成２２年度
土地月間

無料相談会報告
無料
無料相談会
料相談
相談
相
報
府民サービス事業委員会

真里谷 和美

恒例の１０月の「土地月間」の無料相談会も無事終

干苦戦気味の６件。和泉市は平日にも関わらず１３件と

了し、
その結果報告と併せて現在の委員会の状況を報

上々の結果となりました。他の2地区については概ね昨

告したいと思います。

年並みというところでしょうか。
全体的には、
相談件数は

当委員会の主な活動として、
毎月第１、
３水曜日に開

若干減少傾向を辿っており、
協会予算の逼迫の中、
新

催されている協会での無料相談会と、
４月と１０月に開

聞折り込みの枚数を大幅に減らしてからは、総数的に

催される
「不動産鑑定評価の日」及び「土地月間」の月

は２年前の4割減に近い落ち込みとなっています。

間無料相談会があるというのは、
協会の会員であれば

しかし、
アンケートの回答を見ると、
新聞折り込みを見

周知のことと思います。

ての来場というのは、
それほど多くないことから、
それだ

月間の無料相談会の開催場所については、
この１年

けが原因とも認められず、
今後運営方法について再検

ほどは、主に豊中市・堺市プラス八尾市・守口市・茨木

討を図ろうとしているところです。

市・東大阪市のどれか一か所という合計３会場での開

さて、
府民サービス事業委員会って、
そもそも何やっ

催に落ち着いています。昨年１０月は、
和泉市さんの積

ているのか、
協会会員の皆さんはどのくらいご存じなの

極的な協力もあり、
泉州地区で堺市と和泉市のダブル

でしょうか？
昔は、業務推進委員会と言っていたそうですが、組

開催と久しぶりの４会場の開催となりました。

織改編時に、活動内容から「府民サービス事業委員

ただ、
相談件数では、
堺市は秋の祭礼のためか、
若

会」に変更したという経緯があります。
目的としては、
府
民サービスということですから、
府民への社会貢献とい
うことがメインで、他に不動産鑑定評価制度の一般へ
の周知という役目もあると思います。
無料相談者の回答をみると、大半が「大変参考に
なった。」
との回答を９０％以上得ており、
社会貢献的に
は十分に目的は達成できていると思えます。
ただ、
事務
局サイドから見ると、相談担当者は、
ほとんど同じメン
バーの方ばかりに偏っていたり、
募集してもなかなか人
数が集まらないという問題も抱えているというのも当委
員会活動の現在の実態でもあります。
大変厳しい経済状況の中、
そんなボランティアみたい
なことに関心ないと仰しゃられるかもしれませんが、
是非
当委員会の活動に、
今後ともご理解とご協力をお願い
して報告を終わりたいと思います。
（まりや かずみ・
（株）
谷澤総合鑑定所）
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第６回

専門家による
合同市民無料相談会の報告
府民サービス事業委員会

青木 令子

昨年の今ごろも似たような文章を書いていたように
思いますが、今回は土地月間における無料相談会に
ついてではなく、
自由業団体連絡協議会（不動産鑑定
士、
弁護士、
公認会計士、
税理士、
司法書士、
公証人、
弁理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務
士の各士業による）が主催し、毎年12月に行われてい
る専門家による合同市民無料相談会についての報告
となります。
ちなみに共催は大阪市、後援は大阪府で
す。
今回で第6回と回数を重ね、12月2日に大阪市立北
区民センターで開催されました。
当会からは3名の鑑定
士が参加しました。
この相談会に寄せられる相談は参加専門家が多
彩なことから、
それこそなんでもあり、
というより
「悩みは
あれどもどこの誰に相談していいのかがわからない。」
という人が非常に多い。
そこでまず受付でどの専門家
にきけばいいのかを判断し、
そのブースに案内する、
と
いう手順となります。一種類の専門家で済む場合もあ
りますが、済まない場合は複数で対応します。今回不

も印象的だったのはアンケートに「弁護士さんと不動産

動産鑑定士が受けた相談件数は10件でしたが、内9

鑑定士さんに一度に、
しかも無料で相談できるというの

件は他の専門家と合同での相談となりました。

は贅沢」
とあったことです。
たしかにそうです。相談員と

ところで相談会は実質4時間ぐらいなので、
3名で10

して参加することに大変意義はありましたが、
むしろ私

件というのは結構ハードです。最初の相談が終わって

が困ったときに来たい。評価した後に売却した場合の

その内容を忘れないうちに相談票を記入していると

税金計算も、
登記に必要な書類もその場で全部わかり
ます。

「すみません、鑑定士さんお願いします。」
と受付に呼

便利かつ贅沢。会員の皆様にも是非、
というお勧め

ばれる。比喩としては不適切かもしれませんが、気分と

で本稿を終わります。

しては売れっ子の夜の蝶。

（あおき れいこ・青木不動産鑑定事務所）

相談件数は全体で80件となかなか盛況でした。最
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