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年頭にあたって

社団法人不動産流通経営協会

理事長　岩崎 芳史

年頭にあたって謹んで新年のご挨拶を申し上

げます。

皆様には、佳き年をお迎えのこととお慶び申

し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、サブプライム

問題に端を発する世界的な金融危機の深刻化に

より、世界経済が一段と減速するなか、わが国

の経済も、株式・為替市場の混乱、輸出や内需

の減少による企業収益の悪化などから、雇用情

勢を含め景気の状況は一層厳しいものとなりま

した。

不動産流通市場においては、比較的堅調であ

った郊外の既存住宅を除き、価格上昇が続いて

いた都心部等においては、所得の低迷に株価下

落等による資産価値の減少が加わり取引は減少

に転じました。不動産投資市場においても、金

融機関の融資の厳格化による取引の急激な収縮

に加え、企業業績の先行き不安による設備投資

の減少により、取引は大幅に減少しております。

特に、分譲業界においては、資材価格の高騰等

による販売価格の上昇に実需が追い付かず、在

庫は増加し、事業者の資金繰りを圧迫するなど、

不動産業を取り巻く環境は厳しさを増してきて

おります。

このような経済環境のもと、昨年末発表され

た「税制改正大綱」におきまして、当協会の重

点要望事項でありました「住宅ローン減税の延

長及び拡充」等については、要望に沿って過去

最大の控除額に拡充され、そのほかにも「住宅

用家屋についての登録免許税の特例の延長」や

「不動産取得税の特例措置の延長」などについ

ても適用期限の延長が図られました。また、金

融面では、「フラット35」の既存住宅融資を中

心に、住宅金融支援機構に改善を要望してまい

りましたが、審査の合理化・迅速化が進められ、

また優遇金利の既存住宅への適用拡大が図られ

ました。更に、昨年12月15日に発表されました

「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」

においては、不動産事業者への資金繰り支援策

が講じられました。これらは、低迷する住宅流

通市場に好影響を与えるものと期待されます。

不動産流通市場の円滑化、活性化に向けた政

策面では、ストック型社会における豊かな住生

活の実現にむけた「200年住宅ビジョン」のも
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と、「長期優良住宅普及整備促進法」が公布さ

れ、「住宅履歴書」の整備をはじめ長期にわた

り住宅が維持され流通するに際しての具体的な

方策の検討が進められております。また、社会

資本整備審議会不動産部会において、より安心

安全な不動産取引及び既存住宅を中心とする不

動産流通市場の活性化その他時代の要請に応え

るための宅地建物取引制度のあり方について、

「告知書」「インスぺクション」「重要事項説明」

の取扱いなど、不動産流通業界にとって流通市

場の整備・拡大につながる影響の大きい課題が

審議されております。

このように、住宅について量から質への転換

が求められ、また省資源や環境などの観点から

も、既存住宅流通市場の更なる成長が期待され

ている中、当協会では、「既存住宅フロー予測

及び流通促進施策検討研究会」を新たに立ち上

げました。少子高齢化による住宅需要が減少す

る一方、ライフステージに応じた住まい方のミ

スマッチや住生活の向上へ向けての住み替えニ

ーズを予測し、これを顕在化させるための方策

について議論を進め、既存住宅流通市場の活性

化に向けた具体的な提言を取りまとめてまいり

たいと考えております。

当協会では、昨年８月、「ホームナビ」のリ

ニューアルを行い、消費者が安心して物件が探

せるよう、利便性の向上と不動産取引にあたっ

ての知識・情報の提供機能を充実させました。

「ホームナビ」の特長である信頼性を維持し、

消費者に支持されるサイトとして一層の認知度

の向上を図るべく、皆様のご協力をお願いいた

します。

本年は、さらに、（財）東日本不動産流通機構

の新レインズシステムが１月より稼働、４月に

は、不動産ジャパンもリニューアルされます。

皆様がこれらの新たな不動産情報インフラを最

大限に活用され、不動産流通の促進にお役立て

いただくことを期待しております。

また、不動産流通市場の信頼を更に高めてい

くための研修広報活動は、昨年「不動産取引実

務研修」を中心に「不動産取引基礎研修」「不

動産取引管理者研修」の階層別研修などを実施

し、多くのご参加をいただきましたが、本年も、

従業者の実務知識の向上、コンプライアンスの

醸成に向けて、会員の皆様のご要望を踏まえな

がら研修内容等を更に充実させて実施してまい

ります。また、既存住宅流通についての消費者

の関心を高め、不動産取引についての理解を深

めるため、昨年に続き「FRK住まいと暮らしの

セミナー」や「不動産消費者セミナー」を開催

するなど、一般消費者への広報活動を更に拡充

してまいりたいと考えております。

また、不動産売買契約書および重要事項説明

書などのFRK標準書式は、会員会社の皆様にご

利用いただき、着実に浸透してきております。

引き続き、取引の安全性・透明性を高め、消費

者からの信頼をより確実なものとなるよう的確

な情報提供、様式改訂を行ってまいります。

我が国経済は、企業業績や雇用情勢など予断

を許さない状況にあり、不動産市場においても

このような経済情勢を反映した変化が予想され

ます。本年は、これらの変化を的確に捉え、消

費者の視点を踏まえた政策提言など活発な事業

展開を行ってまいりたいと存じます。皆様方の

ご理解、ご協力のほど、引き続きよろしくお願

いいたします。

最後に皆様のご健勝と益々のご活躍を心より

お祈り申し上げまして年頭のご挨拶とさせてい

ただきます。

Fudosan Ryutsu Keiei Kyokai
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与党は、昨年12月12日に「平成21年度税制改正大綱」をまとめました。「平成21年度税制改正大綱」の
うち、国土交通省関連主要項目は次の通りです。なお、「大綱」に関する当協会理事長のコメントを発表
しておりますので、併せて掲載します。

［住宅関連税制］

■住宅ローン減税制度の延長および拡充等
中堅勤労者等における無理のない負担での住

宅取得を支援することにより、国民生活の向上

や社会的安定の確保を図るとともに、昨今の経

済情勢を踏まえ、経済効果の大きい住宅投資の

促進による内需拡大の観点から減税規模の拡充

を行い、良質な住宅投資に対する支援を拡充す

ることで良質なストック形成への誘導を図る。

○所得税（→表１）
・住宅ローン減税制度の適用期限を５年延長す

るとともに、以下の表の通り拡充する。

○個人住民税

・住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税

額が控除されない者について、所得税から控

除しきれない額を、個人住民税から控除する

（当該年分の所得税の課税総所得金額等の額

に５％を乗じて得た額（最高9.75万円）を限

度）。

■良質な住宅への投資を促進するための緊急
措置の創設等（長期優良住宅の建設および
住宅に係る各種改修）
経済情勢の悪化等を踏まえ、省資源で国民生

活の質的向上を図り得る住宅への投資に金融資

産を誘導するため、投資減税型の緊急措置を創

 現行制度※1 

○控除対象借入限度額
 2,000万円

○控除期間
 10年と15年の選択制

○控除率 
  ・10年の場合

 1-6年目 1%

 7-10年目 0.5%

  ・15年の場合

 1-10年目 0.6%

 11-15年目 0.4%

○最大控除額
 160万円

 一 般 の 住 宅 

 
居住年

 控除対象 
控除期間 控除率 最大控除額  借入限度額 

 平成21年 5,000万円   500万円

 平成22年 5,000万円   500万円

 平成23年 4,000万円 10年間 1.0% 400万円

 平成24年 3,000万円   300万円

 平成25年 2,000万円   200万円

 長 期 優 良 住 宅※2 

 
居住年

 控除対象 
控除期間 控除率 最大控除額  借入限度額 

 平成21年 5,000万円   600万円

 平成22年 5,000万円  1.2% 600万円

 平成23年 5,000万円 10年間  600万円

 平成24年 4,000万円  
1.0%

 400万円

 平成25年 3,000万円   300万円

表１　住宅ローン減税制度

※1 平成20年入居の場合
※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅をいう。
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設する。具体的には、住宅ローンを組まずに住

宅を取得する者など、住宅ローン減税制度の対

象とならない者を長期優良住宅へと誘導すると

ともに、既存住宅の各種改修を促進することで、

省資源なストック型社会への転換と持続的な内

需拡大による経済成長の実現を図る。

○所得税

１．長期優良住宅の建設促進

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」

に基づく認定を受けた長期優良住宅の新築等を

行い、居住の用に供した場合には、標準的な性

能強化費用相当額（上限：1,000万円）の10％

相当額を、その年分の所得税額から控除（当該

控除をしてもなお控除しきれない金額がある場

合には、翌年分の所得税額から控除）する。

・住宅ローン減税制度との選択制。居住用財産

の買換え等の特例との重複適用可。

【適用期限】

上記法律の施行の日～平成23年12月31日

２．住宅に係る各種改修の促進

（１）省エネ改修

居住者が、自己の居住の用に供する家屋につ

いて一定の省エネ改修工事を行った場合におい

て、その工事費用の額と、当該工事に係る標準

的な工事費用相当額のいずれか少ない金額（上

限：200万円（併せて太陽光発電装置を設置す

る場合は300万円））の10％をその年分の所得税

額から控除する。

【適用期限】

平成21年４月１日～平成22年12月31日

（２）バリアフリー改修

一定の居住者が、自己の居住の用に供する家

屋について一定のバリアフリー改修工事を行っ

た場合において、その工事費用の額と、当該工

事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少

ない金額（上限：200万円）の10％をその年分

の所得税額から控除する。

【適用期限】

平成21年４月１日～平成22年12月31日

（１）省エネ改修および（２）バリアフリー改

修については、住宅ローン減税制度、住宅に係

る省エネ改修促進税制（ローン型）およびバリ

アフリー改修促進税制（ローン型）との選択制。

（３）耐震改修

住宅に係る耐震改修促進税制（税額控除対象

金額（上限：200万円）の10％をその年分の所

得税額から控除する制度）について、以下の措

置を講じた上で、適用期限を５年延長する。

（ i ）制度の適用対象区域について、地方公

共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工

事を補助している地域に加え、地方公共団

体が耐震診断のみを補助している地域を新

たに含めるほか、補助金額の下限要件を撤

廃することにより、要件を緩和する。

（ii）税額控除の対象となる金額について、

改修に要した費用の額と、改修に係る標準

的な工事費用相当額とのいずれか少ない金

額とする。

・平成21年１月１日以後に行う耐震改修につ

いて適用

■ 高齢者の居住の安定確保に係る税制特例
の延長および拡充

◇住宅に係るバリアフリー改修の促進

住宅に係るバリアフリー改修促進税制を５年

延長する。

○所得税

一定の者が自己の居住の用に供する家屋につ

いてバリアフリー改修工事を含む増改築工事を

行った場合、当該バリアフリー改修工事に係る

借入金（200万円まで）の年末残高の２％を５

年間所得税額から控除する。

■ 住宅用家屋の所有権保存登記等に関する
特例措置の延長
一定の住宅用家屋を新築・取得等し、その者

の居住の用に供した場合の、当該住宅用家屋に

係る保存登記、移転登記、抵当権設定登記の特

例措置の適用期限を２年延長する。

○登録免許税

・所有権保存登記 1.5／1,000（本則 ４／1,000）

・所有権移転登記 ３／1,000（本則 20／1,000）

・抵当権設定登記 １／1,000（本則 ４／1,000）
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■住宅に係る省エネ改修促進税制の延長
地球温暖化防止に向けてCO2排出量の削減を

図るために、既存住宅においても省エネ性能を

向上させる必要があることから、自己の居住の

用に供する家屋について一定の省エネ改修工事

（窓の二重サッシ化等）を行った場合の特例措

置の適用期限を５年延長する。（→表２）

○所得税

（延長）住宅ローン残高の一定割合を５年間に

わたり税額控除。

［土地関連税制］

■景気回復期間中に取得した土地に係る譲渡
益課税の特例措置の創設

○取得する土地の将来譲渡益に係る1,000万円

特別控除の創設

個人が、平成21・22年中に取得した土地を譲

渡した場合（所有期間５年超のものに限る）に

は、1,000万円の特別控除（所得控除）を適用

する。

（注）法人についても同様の措置を講ずる。

○保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰

り延べ制度の創設

平成21・22年中に土地を取得した法人につい

ては、その土地の取得価額を限度として、その

後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生し

ても、その８割（平成22年取得分については６

割）を減額する。

減額相当額は、先に取得した土地の価額を圧

縮記帳することにより課税を繰り延べる。

（注）個人事業者についても同様の措置を講ずる。

■ 特定の事業用資産の買換え等の特例措置
の延長
企業等の資産の買換え時の負担を軽減するこ

とで、土地取引の活性化や土地の有効利用を促

進するとともに設備更新・事業再編の円滑化を

図るため、長期保有（10年超）の土地等を譲渡

し、新たに事業用資産（買換資産）を取得した

場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益に

ついて課税の繰り延べ（繰延率80％）を認めて

いる現行措置を３年延長する。

■ 土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置
の延長
土地・住宅の取得コストの軽減を通じ、土地

取引の活性化や土地の有効利用を促進するとと

もに、良質な住宅ストックの形成と居住水準の

向上を図るため、土地・住宅に係る不動産取得

税の税率の特例措置（本則４％→３％）および

宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税

標準の特例措置（１／２に軽減）の適用期限を

３年延長する。（→表３）

■Ｊリート・SPCに係る不動産取得税の課税
標準の特例措置の延長
不動産証券化を通じた地域経済の活性化や優

  省エネ改修促進税制

 控除率 2.0％
  

 控除期間 ５年間

 控除対象借入限度額 200万円

 借入金の償還期間 ５年以上

 工事費 30万円超

特定の省エネ改修工事以外の部分は
1.0％

特定の省エネ改修工事相当部分。当該
工事以外の部分と合計で1,000万円

（ ）

（ ）

表２　省エネ改修促進税制の概要

　　買換資産

範囲：国内にある
　　　土地、建物、
　　　機械等

　　 譲渡資産

所有期間：10年超
範囲：国内にある
　　　土地、建物等
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良な都市ストックの形成を促進するため、Ｊリ

ート・SPCに係る特例措置を２年延長する。

○ 不動産取得税

課税標準２／３を控除

■土地の所有権移転登記等に係る登録免許税
の税率の引き下げ
土地の売買による所有権の移転登記および土

地の所有権の信託の登記の登録免許税の軽減税

率について、平成20年度税制改正において、税

率を平成21年度は1.3％（信託は0.25％）、平成

22年度は1.5％（信託は0.3％）に段階的に引き

上げることとされているところ、現行税率

（1.0％（信託は0.2％））を２年間据え置く。

■ Ｊリート・SPCの不動産取得に係る登録
免許税の税率の引き下げ
Ｊリート・SPCの不動産取得に係る登録免許

税の軽減税率について、平成20年度税制改正に

おいて、税率を平成21年度は0.9％に引き上げ

ることとされているところ、現行税率（0.8％）

に据え置く。

■優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得の課税の特例の
延長
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得の課税の特例措置を５年

延長する。

○所得税・個人住民税

課税長期譲渡所得金額2,000万円以下の部分

について軽減税率の適用（所得税15％⇒10％）

（個人住民税５％⇒４％）

○法人税

重課制度の適用除外

■ 特定住宅地造成事業等に係る土地等の
譲渡所得に係る1,500万円特別控除制度の
延長
良好な環境を備えた良質な住宅の建設・宅地

の造成を促進するため、特定住宅地造成事業等

のために土地または土地の上に存する権利を譲

渡した場合に係る譲渡所得の1,500万円特別控

除の適用期限を３年延長する。

■法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度
（法人重課）の停止期限の延長

不動産
取得税
（土地・
建物）

本則4％

土地（住宅）

土地（非住宅）

建物（住宅）

建物（非住宅）

～H14年度 H15～H17 H18～H20 H21～H23

 課税標準 
税率
 課税標準 

税率
 課税標準 

税率
 課税標準 

税率 の特例  の特例  の特例  の特例

 １／２ ３％ １／２ ３％ １／２ ３％ １／２ ３％

 １／２  ４％（本則） １／２ ３％ １／２ ３％ １／２ ３％

 － ３％ － ３％ － ３％ － ３％

 －  ４％（本則） － ３％ －   3.5％（※） －  ４％（本則）

表３　不動産取得税に係る特例の経緯

0 19 20 21 242322

1.0
（現行）

2.0
（本則）

＜土地の売買による所有権の移転登記＞

1.3
1.5

1.3
1.5

（年度）

延長（税率：％）

延長

0 19 20 21

0.8
（現行）

2.0
（本則）

0.9

（年度）

（税率：％）

※ H20 は４％（本則）
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社団法人不動産流通経営協会　

理事長 岩崎 芳史

社会保障費維持のための安定財源確保や、国内景気回復のための財政上の諸課題に直面するな
か、今般発表された税制改正大綱は格別の配慮がなされ、当業界にとっても不動産流通市場の活
性化を図る観点から、大いに期待できる内容であると考える。
特に、当協会の最重点要望事項でもあった「住宅ローン減税制度」において、10月末の追加経

済対策に沿って過去最大規模並みへの拡充が図られ、住民税からも税額控除が認められたことは、
低迷する住宅市場の回復に好影響を及ぼすものと期待される。
土地の売買等による所有権移転登記に係る登録免許税の特例措置について、現行税率を２年間

据え置く措置がなされたほか、不動産取得税等流通課税の特例等の延長についても要望通り実現
が図られた。
住宅の耐震改修工事促進税制の延長や、長期優良住宅建設促進のための所得税控除、省エネや

バリアフリーのための住宅リフォーム支援のための所得税控除の仕組みの新設は、住宅の品質向
上および流通市場の活性化への支援策として意義があると考える。
また、土地長期譲渡所得の1,000万円控除制度等の創設により、不動産取得促進に一定の効果が

上がることに期待したい。
最後に、改めて、今般の税制改正にご尽力いただいた、関係の国会議員の諸先生方ならびに国

土交通省など関係省庁の皆様に厚く感謝申し上げたい。

■ 個人の不動産業者等が短期所有土地等を
譲渡した場合の課税の特例（重課）の停止
期限の延長
法人の土地譲渡益に対して特別税率が課され

る法人重課制度、および個人の不動産業者等が

所有期限５年以下の土地等を譲渡した場合の事

業所得等について重課される制度の停止期限を

５年延長する。

■ 商業地等の土地等に係る課税標準の特例
措置（条例減額制度）の延長
商業地等の固定資産税等の負担軽減措置にお

いて一律に課税標準額を、評価額の70％まで引

き下げる措置（課税標準額の法定上限率）を市

町村の条例によりさらに60～70％の範囲で引き

下げることを可能とする制度の適用期限を３年

延長する。

■ 信託期間中に委託者兼受益者に相続、合
併・分割が発生した場合の信託終了時の不
動産所得税の非課税措置の創設
委託者の死亡等により信託期間中に相続が生

じ、または委託者において法人の分割もしくは

合併が行われ、その後、信託が終了し、当該不

動産を新委託者（相続人等）に交付する際、不

動産取得税を非課税とする。
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■首都圏
・実施日　平成20年11月20日（木）

一部10：00～　二部14：00～

・会　場　中央大学駿河台記念館

・参加者　249名

■中部支部
・実施日　平成20年12月５日（金）

・会　場　安保ホール（名古屋駅前）

・参加者　42名

■東北支部
・実施日　平成20年12月11日（木）

・会　場　宮城県不動産会館

・参加者　35名

■北海道支部
・実施日　平成20年12月12日（金）

・会　場　道特会館

・参加者　30名

新システムでは、従来のレインズより情報項

目が大幅に拡充され、検索条件の多様化や「マ

イレインズ」（会員個々

が自社の画面“マイペー

ジ”を持ち、利用する）

の新機能が搭載されるな

ど、操作性や運用面で充

実化を図っています。積

極的にご活用ください。

東日本レインズは、１月４日（日）より、新システムを稼働開始しました。当協会ではシステム移行を
円滑に行うため、昨年11月に首都圏で２回、12月に中部支部・東北支部・北海道支部にて新システムの
説明会を下記の通り、開催しました。

１. 実態のない「売り止め」または「商談中」との回答による「物件不紹介」はやめましょう。

２. 相手業者の媒介契約上の地位を無視した、売り主・買い主の「抜き行為」はやめましょう。

３.「図面登録」と「成約報告」は必ず行いましょう。

（財）東日本不動産流通機構
天野善元業務課長

説明会の模様（首都圏会場）
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当協会では、教育研修事業の一環として、会

員会社の営業管理職を対象とした「不動産取引

管理者研修」を昨年11月17日（月）に実施しま

した。

第一部は、現在、多岐にわたる規則・規範を

全従業員が遵守し、違反の場合は、早期に発見

して是正できるマネジメント体制の構築を求め

られていることから、「コンプライアンスにつ

いて」をRSP協会の谷中健太郎氏より講義いた

だきました。

また第二部では、職場環境から心身の健康に

不調をきたし、企業の生産性を落とすリスクを

回避するため、「メンタルヘルスについて」を

スリーマインド教育センターの芹澤幸彦氏を講

師にお招きしました。

会員各社から240名が参加。会場は満席とな

り、好評のうち終了いたしました。引き続き、

管理者研修の内容を充実させ、組織運営、管理

の向上に役立つ研修を実施していく予定です。

■実施日 平成20年11月17日（月）

■会場　
中央大学駿河台記念館（東京）

■実施科目と講師
第一部「コンプライアンスについて」

講師：谷中健太郎氏

（RSP協会理事）

第二部「メンタルヘルスについて」

講師：芹澤幸彦氏

（スリーマインド教育センター）

昨年12月、近畿支部において会員会社の営業

管理職を対象とした研修を実施。講師には、

RSP協会の谷中健太郎氏をお招きしました。

講義では、企業を取り巻く最近のコンプライ

アンスについて具体的な例をあげ、体制づくり

の必要性や事案が発生した時の対応など詳しい

説明がありました。参加者からは「実践的な講

義内容でよかった」と好評をいただきました。

当日は、40名の方が参加しました。

■実施日 平成20年12月18日（木）

■会場　
第二吉本ビルディング

ヒルトンプラザ　ウエスト・オフィスタワー

（大阪）

■実施科目と講師
「コンプライアンスに

ついて」

講師：谷中健太郎氏

（RSP協会 理事）

谷中健太郎氏



セミナーの開演に先立ち、まず当協会の玉原

利基事務局長より主催者挨拶として、協会の活動

や目的ならびに当セミナー開催の趣旨を述べた。

― 第１部 パネルトーク ―

「知っておきたい“良い物件”の見分け方」

「良い物件は何を基準にし

て選べばよいのか」を、波

多野里奈氏が消費者の立場

で、住まいのプロ・柿島克
よし

有
とも

氏に聞くというスタイル

で進められた。

まず「市場動向を良く知

ること」と説き、首都圏新築

マンションの販売数推移と

価格推移、住宅ローン金利

の推移などを検証し、さら

に、税金面でも優遇を受け

られるよう、購入のタイミ

ングをよく見極めることが

必要であるとされた。

「情報収集の方法」につい

ては、ポストのチラシ・新聞の折込広告・イン

ターネットなどのメディアの利用の仕方を説

明。物件を探す際には、購入動機がぶれないよ

うに、ご自身にとって本当に重要な要素は何な

のかを箇条書きにするとよいとのアドバイスが
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去る11月29日（土）、東京都千代田区神田のアキバホールにおいて、一般消費者を対象に、当協会主催
による第１回 FRK不動産消費者セミナー「住まい選びのコツとポイント」を開催しました。以下にその
要旨を紹介します。

あった。

また物件選びの際には、図面から何を読み取

れるか、それを現地で確かめる際の留意点とし

て、最寄り駅からのルートや時間・周辺環境･

道路･境界線などの確認などが挙げられた。

さらに「新築･中古の戸建のチェックポイン

ト」は、敷地回り･建物の外観･内装など。「新

築・中古マンションのチェックポイント」とし

て、物件概要･権利関係･管理体制･室内などが

挙げられ、具体的にわかりやすく、良い物件の

見分け方を説明された。

そして、信頼できる不動産業者を選び、なん

でも相談することが大事だと締めくくられた。

― 第２部 講演 ―

「契約の際の注意とトラブル」

次に、当協会の顧問弁護士

である松田弘氏が、「宅地建物

の売買契約に関係する法律」

から、「契約はいつ成立するの

か」「手付金」「債務不履行の

場合」など、消費者が知って

おくべき内容を詳しく説明された。

また、最近の取引におけるトラブル事例を具

体的に紹介し、その原因と対策を探るためのケ

ーススタディが行なわれた。そのテーマは、

｢隣接地の建築計画により変化した環境｣｢ロー

ン関係のトラブル｣｢マンションにおけるさまざ

まなトラブルの実際｣であった。

そして、これらのトラブルを検証し、「紛争

を回避するための知識」を10のポイントにまと

められた。
●

セミナー終了後は、希望者による個別相談会

も行われた。当日は約62名の消費者が参集して

熱心に聴き入り、盛会のうちに終了した。

当協会顧問弁護士
松田弘氏

ファイナンシャルキャスター
波多野里奈氏

東急リバブル㈱
柿島克有氏
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平成21年
新年賀詞交歓会開催

新年１月６日（火）、当協会と（社）不動産協

会の共催で「平成21年新年賀詞交歓会」が東京

都港区のホテルオークラで開催された。会場に

は、金子一義国土交通大臣をはじめとする国会

議員等の来賓のほか、二団体の会員多数が出席

し、新年を祝った。

まず、（社）不動産協会・岩沙弘道理事長が冒

頭の挨拶を行い、「昨年は米国発の金融危機の

余波を受けて、不動産市場・不動産投資市場も

きわめて厳しい一年であった。

こうした中、昨年末『税制改正大綱』がまと

められ、内需拡大の柱としての住宅投資の活性

化、土地取引の活性化や地域活性化に繋がるさ

まざまな施策が打ち出されることとなった。

我々不動産業界は政府によるこれらの対策を有

効に活用し、お客様のニーズ、ウオンツに応え

る安全安心で質の高い住宅の供給と、都市・地

域再生に取り組むことが重要である。不動産業

が内需関連産業の主要分野として成長のエンジ

ンとなり、日本経済を牽引していくことが求め

られている。力を合わせ業界を挙げて努力をし

ていこう」と述べられた。

その後、金子国土交通大臣から「昨年末、住

宅・不動産事業者の資金環境改善などを盛り込

んだ緊急対策を発表した。

また、『税制改正大綱』に

は、住宅ローン減税の大

幅拡充に加え、長期優良

住宅に限定されるものの、

投資減税が実現した。こ

れらの施策によって住

宅・不動産市場を活性化

していただきたい。日本

経済の下支えができればと考えている」旨の祝

辞をいただいた。

そして、当協会の岩崎芳史理事長が「不動産

業界は厳しい状況が続いているが、昨年末発表

された『税制改正大綱』では、過去最大の住宅

ローン減税などが講じられ、また、『住宅・不

動産市場活性化のための緊急対策』が発表され、

不動産業者への資金繰り支援等が講じられた。

これらのさまざまな施策を活かし、我々、不動

産業に携わる者が日本経済活性化の先導を果た

していきたい」と挨拶。同理事長の音頭で乾杯

し懇談に移った。

当日は約900人が参集し、盛会のうちに終了

した。

当協会・岩崎理事長挨拶

金子一義
国土交通大臣
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11/17 倫理紛争委員会
「会員による公正取引協議会の規約違反案件に

係る取扱」「その他」

11/26 個人情報保護検討委員会
「第７回犯罪収益移転防止等連絡協議会・部会

報告…犯罪収益移転防止法Q&A（追補版）／

反社会的勢力による被害防止のためのハンドブ

委員会・部会報告

ホームナビは、消費者の利便性向上等を図る

べく、昨年８月１日より全面リニューアルした。

これを記念し、開発にあたってご協力いただい

たインターネット委員会、運営部会・幹事会を

はじめとする協会内外の方々をお招きし、記念

講演会および懇親会を昨年12月１日（月）に東

京都港区の虎ノ門パストラルにて開催した。

第一部の講演会では、価値生産コンサルタン

トの竹内一正氏より、「最近のインターネット

事情」と題し、急激に変わる情報化社会につい

て講演いただいた。また、第二部の懇親会では、

当協会・岩崎理事長の挨拶、大堀インターネ

ット委員長による乾杯後、ホームナビ開発時の

インターネット運営部会委員長であった三井不

動産㈱中川俊広氏より、当時の不動産流通業界

状況や開発の苦労などのエピソードが披露され

た。

当日は、130名の参加者を迎え、盛況のうち

に終了した。

ホームナビリニューアル記念
講演会および懇親会を開催

ック作成」「不動産取引情報提供システム拡充

検討委員会について」「長期使用製品安全点検

制度について（消費生活用製品安全法への対

応）」「社会資本整備審議会不動産部会について」

11/28 インターネット売買仲介・賃貸サイト、
インターネット新築サイト合同運営部会
「他サイトとの提携について」「新不動産ジャパ

ンについて…長期掲載物件の取扱と実証実験

について」「その他…掲載ルールの強化につい

て」

12/4 企画専門委員会
「社会資本整備審議会不動産部会の検討状況に

ついて」「FRK第３回『既存住宅フロー予測お

よび流通促進策検討研究会』の検討状況につい

て」「第１回既存住宅流通における簡易な評価

方法に関する検討委員会について」「不動産統

合サイト運営協議会幹事会の検討状況につい

て」「その他」

12/5 流通促進研究会
「『ライフスタイルの変化に応じて住み替える』

という住宅取得行動への転換のための方策につ

いて」「既存住宅が選択されるための施策や業

界として取り組むべき課題・耐震性能などの基

本性能に関する情報開示・取引価格情報の公開

のありかた等について」「その他」

12/9 賃貸事業ワーキング
「社会資本整備審議会不動産部会…賃貸管理業

に係わる制度の整備について」「あんしん賃貸

支援事業連絡協議会報告…あんしん賃貸支援

事業紹介DVDほか」

12/16 研修部会
「平成20年度上期教育研修活動について」「平成

20年度下期教育研修活動について」「登録実務

講習について」「その他」

12/18 インターネット委員会
「新不動産ジャパンについて…不動産流通近代

化センターによる説明と要望」「他サイトとの

連携について」「その他 …民事再生・会社更

正・破産手続等を受けた会員の取扱」
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第１回一般仲介部会

平成20年12月11日（木）16時半より、東京都

港区の虎ノ門パストラルにて、平成20年度事業

委員会第１回「一般仲介部会」を開催した。

第１部セミナーには、講師に三井のリフォー

ムの住生活研究所所長 西田恭子氏をお招きし、

「これからの中古マンション購入×リフォーム

～お客様のリフォームを積極的にサポートする

ために～」をテーマに講演していただいた。ま

た17時半より第２部懇親会も行った。

当日は19名の会員にご参集いただき、盛況の

うちに閉会した。

第２回新築部会

平成20年12月19日（金）16時より、当協会会

議室にて、平成20年度事業委員会第２回「新築

部会」を開催した。

第１部セミナーには、㈱東京カンテイの市場

調査室室長 中山登志朗氏をお招きし、「『首都

圏新築分譲マンション販売における平成20年の

総括と平成21年の展望について』～購入予定者

はマンションの何に注目しているか～」をテー

マに講演していただいた。また17時半より第２

部懇親会も行った。

当日は24名の会員にご参集いただき、盛況の

うちに閉会した。

第２回金融商品取引部会

平成20年11月27日（木）16時より、東京都千

代田区のルポール麹町にて、平成20年度事業委

員会第２回「金融商品取引部会」を開催した。

第１部セミナーには、講師にジャパンエクセ

レントアセットマネイジメント㈱の取締役企画

管理本部長 田辺信之氏をお招きし、「『不動産

実務と金融商品取引法』解説」をテーマに講演

していただいた。また18時より第２部懇親会も

行った。

当日は31名の会員にご参集いただき、盛況の

うちに閉会した。

第２回法人仲介部会

平成20年12月２日（火）16時半より、東京都

港区の虎ノ門パストラルにて、平成20年度事業

委員会第２回「法人仲介部会」を開催した。

第１部セミナーには、講師に住宅金融支援機

構 住宅総合調査室の小林正宏主任研究員をお

招きし、「サブプライム問

題とアメリカの住宅金融

市場」をテーマに講演し

ていただいた。また18時

より第２部懇親会も行っ

た。

当日は26名の会員にご

参集いただき、盛況のう

ちに閉会した。

事業委員会報告

住宅金融支援機構
小林正宏主任研究員
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12月 11,718 9,377 8,159 2,057

1月 13,687 12,569 10,459 2,532

2月 15,127 13,504 11,852 2,776

3月 15,350 13,796 12,329 2,821

4月 14,363 13,885 12,542 2,770

5月 13,643 12,797 11,575 2,667

6月 13,859 12,960 11,879 2,613

7月 14,027 12,686 12,418 2,749

8月 11,834 11,209 10,705 2,343

9月 13,936 12,981 12,472 2,749

10月 14,694 13,159 13,348 2,814

11月 13,838 12,046 11,665 2,446

物件種別
新規登録数推移［首都圏］

●首都圏全域　（'07.12～'08.11） 単位：件

物件種別
成約率推移［首都圏］

●首都圏全域　（'07.12～'08.11） 単位：％

（'08.6～'08.11）

注1. 首都圏に所在する物件の登録状況で
他流通機構の会員の登録を含みます。 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

注1. 他流通機構の会員の成約数も含みます。

2. 成約率＝成約報告件数÷（前月末在庫件数
＋当月新規登録数）×100

注1. データは当月の１日当り平均件数です。

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

マンション 戸建 土地 事業用

物件資料請求件数 3,623 3,083 2,809 3,612 3,494 3,117
11月10月6月 8月7月 9月

ホームナビ反響状況

ホームナビ平均公開件数

東日本レインズ 16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

単位：％

単位 : 件

11月10月6月 8月7月 9月
   仲介サイト 107,286 110,220 116,535 117,379 116,968 118,958
   賃貸サイト 19,240 18,923 18,831 18,997 18,698 18,599
   新規サイト 2,600 2,609 2,705 2,824 2,821 2,823
   合　　　計 129,126 131,752 138,071 139,200 138,487 140,380

FRKホームナビ

12月 4.97 2.40 1.31 0.70

1月 4.47 2.04 1.07 0.63

2月 5.57 2.52 1.14 0.66

3月 5.98 2.83 1.41 0.89

4月 4.71 2.41 1.16 0.52

5月 4.80 2.24 1.28 0.72

6月 5.14 2.67 1.29 0.80

7月 4.97 2.34 1.13 0.63

8月 3.75 1.93 0.93 0.57

9月 4.88 2.41 1.00 0.69

10月 4.33 2.27 0.94 0.55

11月 4.08 2.08 0.92 0.57

マンション 戸建 土地 事業用

単位：件

単位：件（'08.6～'08.11）

マンション
戸 建
土 地
事 業 用

凡 例

マンション
戸 建
土 地
事 業 用

凡 例
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●代表者変更　　　　　　　　　　 （敬称略）

イヌイ建物㈱ 社長　乾 康之

（前任／社長　中村 哲也）

トータルハウジング㈱
社長　茶谷 瑛一

（前任／代表取締役社長　松岡 瑞樹）

日本中央地所㈱ 代表取締役社長　関口 浩光

（前任／代表取締役社長　川目 正良）

●社名・代表者変更　　　　　　　 （敬称略）

資生堂開発㈱⇒NSコーポレーション㈱
代表取締役　岡　建史

（前任／取締役社長　田邊 俊治）

●所在地・代表者変更　　　　　　 （敬称略）

大林不動産㈱ 〒101-0062

千代田区神田駿河台3-4

TEL 03-5256-0611

取締役社長　森岡 敏光

（前任／社長　松尾 弘一）

会員だより

当協会のホームナビは「インターネット運営

規程」および「インターネット運営規程の運用基

準」により運営され、会員の皆様に同規程の遵

守をお願いしています。

ホームナビ統一ロゴの掲載につきましても

「インターネット運営規程の運用基準」４に「参

加会員は、広告物に統一ロゴを極力掲載するよ

うに努める」としています。

ホームナビ統一ロゴの
自社ウェブサイトへの
掲載について（お願い）

つきましては、本主旨をご理解いただき、是

非とも自社のウェブサイト上にホームナビの統一

ロゴ（リンクボタン）を掲載いただくようお願い

いたします。

なお、ホームナビへのリンクボタンの取得お

よび使用方法につきましては、当協会ホームペ

ージをご参照ください。

（社）不動産流通経営協会
URL　http://www.homenavi.or.jp

問合せ先：社団法人不動産流通経営協会　

事務局（原、木谷）TEL03－5733－2271


