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平成21年２月27日に開催された第４回理事会において、平成21年度事業活動の基本方針が承認されま
した。本方針は、平成21年度事業計画の骨格となるものです。以下にその要旨を掲載します。

本年度は、国の住宅・不動産市場活性化施策を有効に活用し、景気回復を牽引していくため、
次のような活動を推進していく。住宅・不動産市場活性化へ向けての調査研究活動の拡充と
政策提言活動の推進、不動産取引の適正化を図り、不動産流通市場の信頼性を高めるための
研修活動の拡充、消費者の既存住宅流通市場への認識を深めるため、ホームナビや各種セミナ
ーなどを通じての効果的な広報活動の実施などを主要な課題として、事業活動を展開する。

１．不動産流通促進に向けた政策提言等
（1）住宅・不動産行政の新たな展開に向けた政策
提言
昨年度実施した「既存住宅フロー予測及び流
通促進施策検討研究会」において示された流通
促進策等を踏まえ、国等による取組に対し、委
員として参画し、不動産流通の実情を踏まえた
意見具申を行う。
（2）不動産取引の適正化、コンプライアンス徹底
等に向けた対応
より安全安心な不動産取引の推進および不動
産流通業の健全性を一層高めていくための取組
や法改正等に的確に対応し、不動産流通業の実
態を踏まえた意見具申を行う。
２．住宅・土地税制改正要望
現在の景気後退の状況を踏まえ、内需拡大の
柱としての不動産流通市場の活性化のため、少
なくとも不動産流通に関する税が負担増となら
ないよう、今年度期限切れとなる住宅・土地税
制の軽減措置等についての延長を要望すると共
に、不動産流通市場の動向を見つつ、更なる改
善の要望を行う。
（1）平成22年度に期限切れとなる各種軽減措置
の延長及び改善
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・住宅取得資金等資金贈与における相続時精算
課税制度の特例
・新築住宅の固定資産税の減額措置
・特定の居住用財産の買い替え特例、特定居住
用財産の譲渡損失の特例等不動産譲渡に伴う
特例措置
等
（2）消費税等への対応
今後の消費税引上げ論議の中、住宅購入者の
更なる負担増を招かないよう、消費税を含めた
住宅に係る取得税制のあり方に関する調査研究
等的確な対応を図る。
３．金融関連要望
昨今の金融機関による融資対応を踏まえ、住
宅金融支援機構等に対して住宅ローンの安定的
な確保を要望する。
併せて、「フラット35」についての手続きの迅
速化や事前審査制度の普及等既存住宅における
利用のしやすさに配慮した改善、および優良住
宅への金利優遇制度である「フラット35Ｓ」の
既存住宅の利用促進に向けた改善を要望する。

不動産流通市場を取り巻く環境の変化と時代
の要請にこたえ、不動産流通市場の担い手とし

て、不動産流通を活性化し、信頼される流通市
場を育成するための諸施策の検討とタイムリー
な政策提言を行っていくための活動を推進する。

１．インターネット事業の推進
前年度のホームナビの全面リニューアルによ
り、登録機能の強化、最新の検索機能、自然な
画面遷移を取り入れるなどユーザビリティーの
向上を図った。今年度は、ホームナビ物件情報
の他サイトへの掲載等に伴うシステム整備を行
うと共に、ホームナビの認知度を高め、消費者
からの反響を増加させるための活動を推進す
る。
２．不動産ジャパンの円滑な運営に向けての
協力
「不動産業における情報インフラの整備検討
委員会」の報告を踏まえ、再構築後の不動産ジ
ャパンは、インターネット普及環境下における
消費者保護と利便性向上のための公的情報イン
フラと位置づけられた。
本年４月にスタートする「新不動産ジャパン」
の活性化へ向け、システム改良及びコンテンツ
の充実等に、構成団体として協力を行う。
３．指定流通機構構成団体としての活動推進
不動産取引の透明性の確保が求められる状況
で、指定流通機構の役割は重要になってきてお
り、他の構成団体と連携し全国指定流通４機構
の円滑な運営に努めるとともに事業活動を推進
する。

１． 教育研修活動の推進
不動産市場を取り巻く様々な環境の変化や多
様化する消費者ニーズに対応するため、実務知
識の向上のほか、コンプライアンスの徹底のた
めの研修を実施し、消費者から信頼される人材
の育成を推進する。
階層別研修を継続し、不動産流通市場の環境
の変化に応じ、研修内容の充実を図る。

２．一般消費者向け広報活動の拡充
当協会の活動や政策提言、各種調査結果など
について、セミナーやホームナビを活用し、積
極的に情報を発信するとともに、これらを計画
的、効果的に行い、消費者の既存住宅への関心
を高める。
３．会員向け広報活動の推進
FRK会報により、不動産関連情報をわかりや
すく提供する。
ホームナビ会員向けページを活用し、迅速な情
報提供を行うとともに、会員からの標準書式への
照会事項等についての情報提供の検討を行う。

世界不動産連盟日本支部メンバーとして北京
世界総会に参加する。また、NAR（全米リア
ルター協会）との親交を深めるなど、海外の有
用な情報の迅速な収集を図る。

各地域の指定流通機構構成団体として、レイ
ンズの円滑な運営と適正なレインズシステムの
利用を推進するとともに、支部会員のニーズに
応え、研修やセミナーを実施する。

１．不動産売買契約書等標準書式の充実と普及
の推進
２．行動綱領の順守によるコンプライアンスの
徹底
３．公益法人改革等への対応
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国土交通省は、平成21年１月に「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方検討会」を設置しま
した。設置の目的と、これまでに検討された内容は、以下の通りです。

近年、暴力団等の反社会的勢力は組織形態を （１）第１回検討会（平成21年1月19日）
「排除の必要性等についての認識の共有」
隠ぺいし、活動実態を不透明化・巧妙化させて
・不動産業の現状
おり、これまで以上に、国民生活や企業活動か
・不動産取引の特性等を踏まえた反社会的勢
らの排除の必要性が高まっています。さらに、
力排除の必要性
国際的な要請でもある反社会的勢力によるマネ
・反社会的勢力排除に関する政府全体の取り
ーローンダリング対策の必要性もあります。こ
組み
れを受けて、平成19年12月に、不動産取引にか
・不動産業における反社会的勢力排除の取り
かわる業界団体による業界横断的な連絡協議会
組み状況と意識
が設立されました。関係業界団体が相互に連携
・不動産業における反社会的勢力の関与事例
し、情報を共有することで、取り組みの効果を
より高めることを期待したものです。
こうした時代の要請に適切に対応し、不動産 （２）第２回検討会（平成21年2月19日）
「排除のあり方の論点整理」
業の健全な発展を着実に進めていくためには、
・不動産取引の特性
不動産取引からの反社会的勢力の排除に向けた
・不動産取引への反社会的勢力の関与リスク
環境整備をさらに進めていくことが求められて
について
います。
・不動産取引からの反社会的勢力排除の必要
このため、国土交通省総合政策局不動産業課
性について
では、『不動産取引からの反社会的勢力の排除
・不動産取引からの反社会的勢力排除の適法
のあり方検討会』を平成21年１月に設置し検討
性について
を始めました。
・不動産取引からの反社会的勢力排除の基本
この検討会は、不動産業界における業界特性
的な考え方
や反社会的勢力の関与リスク等を踏まえ、不動
・不動産取引からの反社会的勢力の排除施策
産取引からの反社会的勢力の排除の必要性を再
について
確認しつつ、そのあり方を検討し、今後の不動
産業の健全な発展に資することを目的としてい
（３）第３回検討会（平成21年3月予定）
ます。
「排除のあり方の取りまとめ」
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「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会・部会」第
８回の内容を報告します。

■『犯罪収益移転防止のためのハンドブック
Ｑ＆Ａ』の追補版の公表について
ハンドブック配布後に寄せられた問い合わせ
に対応するため、追補版を作成しました。連絡
協議会事務局である（財）
不動産流通近代化セン
ターのホームページに公表しています。
追加された内容は主に、本人確認の方法、法
人取引・代理取引、記録保存についてです。
不動産流通近代化センター ホームページ
http://www.kindaika.jp/
「犯罪収益移転防止法等連絡協議会」

■ 反社会的勢力による被害防止対策について
反社会的勢力による被害防止対策について、
他団体の事例を参考に、不動産業界における対
策を検討しています。
今般、日本証券業協会の取り組みについて、
ヒアリングを行いました。内容は、
・排除の検討の仕組み
・証券業界における問題点
・排除の場面
・証券業界からの排除の場面
・排除の義務付け
・排除の手段
等
今後もさらに他団体の事例を収集し、検討を
重ねる予定です。

当協会が運営する不動産検索サイト「ホームナビ」には、消費者から高い信頼が寄せられています。こ
の「ホームナビ」を健全に維持していくため、昨今の不動産市況を踏まえて、インターネット運営規程を次
のとおり改訂します。
を傷つけ、また、会員全体の信用を失墜される行為

１．改訂内容

をした場合

インターネット運営規程第15条（参加会員の取消し
等）の規定に、次のとおり第２項を追加する。

（改訂後）
（変更前）
第15条（参加会員資格の取消し等）
参加会員が次に該当する行為をした場合は、部会は

第15条（参加会員資格の取消し等）
１
２

省略（改訂前に同じ）
参加会員に民事再生法による再生手続開始の申立、

一定の期間を定めて新たな登録を禁止し、または情状

会社更生法による更生手続開始の申立、破産手続開

により参加会員の資格を取り消すことができる。この

始の申立等の事由が発生したときは、当該事由の発

場合において、既に登録された情報については、削除

生日の翌日をもって参加会員資格を喪失し、既に登

することがある。

録された情報は、削除されるものとする。

（1）本制度の運営を著しく妨げる行為をした場合
（2）年会費の支払いがない場合

付

則

（3）本規程に違反した場合

規程改訂は平成21年2月27日から適用する。ただし、

（4）故意または過失により不実、もしくは著しく事実

規程改訂時において民事再生手続開始申立等の事由

に相違する情報を登録した場合、または会員の名誉

がある参加会員に対しても適用する。
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平成20年12月15日に国土交通省関係部局により取りまとめ、公表された「住宅・不動産市場活性化の
ための緊急対策」に盛り込まれた関係施策について、その概要を報告します。

1． 住宅金融支援機構による
分譲住宅等事業資金の円滑化支援
（１）まちづくり融資の概要
敷地内に一定の空地を確保する住宅建設事業
や、小規模な共同建替、法定再開発、マンショ
ン建替、地区計画や建築協定等に適合する住宅
建設事業など、市街地環境の整備・改善に資す
る事業に対する融資である。
＜対象事業拡充のポイント＞
① 有効空地確保事業
【現

行】敷地内に確保すべき空地
法定空地率＋20％以上

【拡充後】敷地内に確保すべき空地
法定空地率＋10％以上
（法定空地率＝100％−法定建ぺい率）

② 総合的設計協調事業及び地区計画等適合事業
【現

2． 住宅金融支援機構による
優良住宅取得支援制度の拡充
（１）優良住宅取得支援制度の拡充の概要
○ 平成21年１月５日から、優良住宅取得支援
制度（【フラット35】Ｓ）を拡充し、新たに中
古タイプを設け、省エネルギー性またはバリ
アフリー性について一定の性能を備えた中古
住宅（取得後に当該基準に該当するリフォー
ム工事を行う場合を含む。※）に対して当初
５年間 0 . 3 ％（年率）金利を引き下げ。
（募集金額に達し次第、受付を終了）
※購入・リフォーム後の性能による制度適用が可能。

○ 優良住宅取得支援制度（【フラット35】Ｓ）
の金利引下げ期間については、【フラット35】
Ｓ（中古タイプ）を含めて、当初５年間から
当初10年間に延長する予定。

行】建替事業に限定

【拡充後】新規建設も対象に追加
※共同建替事業およびマンション建替事業は現行どおり。

3． 建築関連中小企業に対する
金融上の支援について

（１）セーフティネット貸付制度（政府系金融
機関による融資制度）
○ 民間金融機関からの事業資金借入の借換融

（２）まちづくり融資の活用のポイント

資も可能
○ 工事期間中や竣工後（２年以内）においても
融資は可能
○ 戸建て住宅の建設資金も対象
○ 中小事業者で保証人の確保等ができない場
合は、無保証融資が可能な場合がある

○ 対象
建築確認、建築着工の減少等により、一時的
に資金繰りに著しい支障を来しているまたは来
すおそれがある中小企業
○ 融資条件
→右ページ表

※ 融資については住宅金融支援機構所定の審査がある。

（３）適用期間
平成20年12月22日から平成24年３月31日まで
に機構が資金の貸付けの申込みを受理したもの
に適用する。
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（２）セーフティネット保証制度（民間金融機
関から融資を受ける際の信用保証制度）
信用保証制度は、民間金融機関から融資を受
ける際、信用保証協会が債務保証を行うことに
より、中小企業が融資を受けやすくする。
セーフティネット保証制度は、経営の安定に
支障を生じている中小企業について、一般の保
証枠とは別枠で保証を行う。

表. セーフティネット貸付制度
（政府系金融機関による融資制度）
の融資条件

融資限度額
融資基準利率（5年以内）
融資期間
元金返済据置期間
その他

日本政策金融公庫
国民生活事業
中小企業事業
4,800 万円
4.8 億円
2.5%（注）
2.05%（注）
運転資金：8 年以内、設備資金：15 年以内
3 年以内
一定の要件を満たす場合には、無担保による貸付が可能（金利上乗せ）

○ 対象
全国的に業況の悪化している業種として指定
を受けた業種（中小企業庁ホームページ参照
http://www.chusho.meti.go.jp/）に属する中小
企業であって、事業所の所在地を管轄する市町
村長または特別区長の認定を受けた方。なお、
指定業種以外の業種の中小企業の方であって
も、一般保証の利用は可能。
○ 認定要件
最近３か月間の平均売上高等が前年同期比マ
イナス３％以上の中小企業者など。

（注）利率は月ごとに
変動する。

○ 保証限度額の別枠化
（一般保証限度額）
（別枠保証限度額）

・ 普通保証
・ 無担保保証

２億円 ＋

２億円

8,000万円 ＋ 8,000万円

・ 無担保無保証人保証※
1,250万円 ＋ 1,250万円
※ 納税していること等、一定の要件あり。

○ 保証料
おおむね1.0%以内で、信用保証協会ごと及び
信用保証制度ごとに定める。
一般保証と比べ、割安な保証料（平均1.35%
→ 0.8%程度に軽減）
。

当協会は、不動産流通研究助成事業として、平成21年度から研究助成課題の募集を開始します。

不動産流通研究助成事業は平成20年度から開
始した事業で、平成21年度からは審査委員会を
設置し、研究助成課題の募集を開始します。
当該事業は、不動産流通に関する調査研究を
行う者に助成を行うことにより、不動産分野に
おける調査研究活動の一層の振興を図り、不動
産業の発展に寄与することを目的として取り組
むものです。

１. 助成対象分野
① 不動産流通市場の動向に関する調査研究
② 不動産流通に関する法制度等制度に関する
調査研究
③ 不動産流通に関する金融・経済に関する調査
研究
④ 不動産流通に係る消費者行動に関する調査
研究
⑤ 不動産流通業に関する調査研究

⑥ その他不動産流通の活性化に関する調査研究

２. 助成対象者
① 学校教育法による大学の教授、准教授、講
師またはそのグループ
② 民法34条の規定により設立された法人およ
び法律により直接設立された法人で学術研究
等を行う機関ならびに当該研究機関に研究者
として所属する者
③ 過去において調査研究で実績のある団体、
事業会社または個人

３. 審査委員会
委員長

浅見 泰司（東京大学教授）
中川 雅之（日本大学教授）
林 亜夫（明海大学教授）
協会関係 運営委員会委員長
専務理事

４. 研究課題の募集
平成21年４月中旬頃を予定
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当協会の本年度の研究課題である「既存住宅のフロー予測および流通促進に必要な諸施策」について、
有識者を中心に研究会を設置し検討を進めてまいりました。以下に検討状況をお知らせします。なお、
報告書は、４月初旬に配布予定です。

１．研究会設置の趣旨と検討状況
昨今の景況悪化にともない、2008年の既存住
宅の流通量は概算値で47万戸台まで低下する見
込みです。また、今後の日本においては、少子
高齢化によって2015年には世帯数の伸びはピー
クアウトし、その結果、新規世帯の増加にとも
なう住宅需要自体は、以後減少に向かうと予想
されています。
そこで、今後の人口・世帯の変化にともなう
中期的な既存住宅流通量の推移について、予測
を行いました。具体的には、総務省『住宅・土
地統計調査』、国土交通省『平成15年住宅需要
実態調査』などのデータを用いて、『住み替え
行動選択モデル』を構築・推計し、所得水準や
地価・物件価格の変動など外生的な諸要因が変
化した場合の住み替え選択行動の変化について
推計を行い、2015年における既存住宅流通量の
推計を行いました。
一方、ライフステージに応じた住み替えをより
推進し、本来であれば住み替えたいという潜在
的ニーズを掘り起こすためには何をすればよい
のか、といった課題について議論しました。
また、近年、住宅について量から質への転換
が求められ、省資源や環境問題などの観点から
も、既存住宅の有益な活用が注目されてきてい
ることから、消費者に新築住宅と遜色なく検討
してもらうには業界としてどのような取り組み
が必要かという課題を整理し、既存住宅流通市
場のさらなる成長・成熟を目指すための方策に
ついても当研究会において議論しました。
そのうえで、自然体で推移した場合の2015年
における既存住宅流通量の推計値と、これら施
策に取り組み、実施した場合の効果を反映した
場合の値を推計しました。
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２．研究会メンバー
座長 小峰 隆夫
（法政大学 大学院政策創造研究科 教授）

委員

浅見 泰司
（東京大学 空間情報科学研究センター 教授）

中川 雅之（日本大学 経済学部教授）
清水 千弘（麗澤大学国際経済学部 准教授）
望月 久美子（㈱東急住生活研究所 所長）
調査業務等委託先：
㈱日本住宅総合センター
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
なお、昨年度、当協会における「住宅履歴情
報整備にともなう対応」をはじめ、既存住宅流
通に係る諸課題の検討に取り組んだ「流通促進
研究会」の各委員からも、実務面からの意見を
提示してもらい、研究会における議論に反映し
ました。
３．研究会のスケジュールと討議内容（予定）
第１回 平成20年９月５日
・全体企画の説明、課題・論点の抽出
第２回 同年10月10日
・流通促進施策の検討
第３回 同年11月６日
・流通促進施策の検討
第４回 同年12月19日
・将来フロー予測中間報告、流通促進施策の
検討
第５回 平成21年２月20日
・調査結果報告
・流通促進施策の検討
同年３月予定
・報告書作成

国土交通省は、２月24日より、民間賃貸住宅のあり方について、社会資本整備審議会 住宅宅地分科会
に民間賃貸住宅部会を設置し、審議を行うこととなりました。当協会からは、運営委員会委員長の鈴木
良一氏が委員として参加しています。

１．設置の趣旨
重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットを構
築していく観点からも民間賃貸住宅の果たす役
割は、重要である。しかし、民間賃貸住宅の現
状は、持家に比較すると、バリアフリー化が遅
れ、旧耐震基準でのストックが多いなど、質の
面での課題を抱えている。さらに、敷金返還や
退去時の原状回復をめぐり多くの紛争が発生す
るといった問題がある。
このような情勢に対応し、民間賃貸住宅市場
の環境整備を進め、具体的な住宅政策のあり方
について、集中的かつ機動的に調査審議を行う
ため、住宅宅地分科会に民間賃貸住宅部会を設
置する。

３．今後の審議予定
第１回 平成21年２月24日（火）
民間賃貸住宅政策のあり方について
第２回 同年３月31日（火）
賃貸借契約を巡る紛争の予防のための仕組み
第３回 同年４月下旬
住宅の賃貸借に関する業務の適正な執行の確保
第４回 同年５月下旬
賃貸住宅を巡る紛争の円滑な解決
第５回 同年６月下旬
民間賃貸住宅ストックの質の向上
第６回 同年７月下旬
中間とりまとめ

２．主な論点
（１）賃貸住宅を巡る紛争の防止のための方策
（２）賃貸住宅を巡る紛争の円滑な解決のため
の方策
（３）民間賃貸住宅ストックの質の向上のため
の方策

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。
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当協会では、教育研修事業の一環として「不動産取引実務研修」を開催しております。本研修は、中堅
社員の方を対象に、実践的な専門知識の習得を目的として行うものです。本年度下期においても首都圏
および近畿支部・中部支部で実施し、多数の会員の方が受講しました。

１月20日（火）から２月13日（金）にかけて、全11回の研修を中央大学駿河台記念館にて開催し、
1,442名が受講した。

■ 実施科目・講義内容

■ 講師

１.「不動産取引紛争・ケーススタディによる
未然防止について」

「不動産取引紛争」

「法

律」

１月20日（火）、22日（木）、26日（月）計３回
・消費者紛争・トラブルに関する現状
・不動産取引実務におけるトラブル事例と対応策
・クライシス（危機）発生時の基本動作と組織対応体制

２.「法 律」
１月27日（火）、29日（木）、２月６日（金）計３回

橋本 明浩 氏

弁護士

東急リバブル㈱
お客様相談室長

松田 弘 氏
当協会顧問弁護士

・不動産関係の新法、改正法とその留意点
消費者生活製品安全法、特定瑕疵担保責任法ほか
・不動産取引をめぐる最近の裁判例
告知義務、瑕疵担保責任、眺望の保証、

「不動産の価格査定」

「税

務」

賃貸借原状回復義務ほか

３.「不動産の価格査定」
１月30日（金）、２月５日（木）計２回
・価格査定の必要性と仕組み
・価格査定マニュアルと使い方
・公的価格と活用法
・収益不動産、事業用不動産の査定とその着眼点
・非木造建物の査定

４.「税 務」
２月10日（火）、12日（木）、13日（金）計３回
・平成21年度税制改正案の概要
不動産関連改正項目
（取得、保有、運用、譲渡時ほか）
その他不動産法規別改正項目
・平成22年度期限切れ特例
・住宅ローン減税Ｑ＆Ａ
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不動産鑑定士

税理士

藤田 浩文 氏

板倉 和明 氏

東急リバブル㈱鑑定課長

板倉和明税理士事務所

FRK近畿支部主催の「平成20年度不動産取引実務研修」を２月16日（月）から２月23日（月）にか
けての全３回、大阪厚生年金会館にて開催した。研修には、339名が受講し、盛況のうちに終了し
た。

■ 実施科目・講義内容
実施した講議内容は、首都圏で開催された
「不動産取引実務研修」と同様である。
1.「税 務」
２月16日（月）

講師：板倉和明 税理士（板倉和明税理士事務所）
2.「法 律」
２月19日（木）

講師：松田 弘 弁護士（当協会顧問弁護士）
3.「不動産取引紛争・ケーススタディによる未然
防止について」
２月23日（月）

講師：橋本明浩 氏
（東急リバブル㈱

お客様相談室長）

FRK中部支部主催の「平成20年度不動産取引実務研修」を２月27日（金）に、住宅金融機構 東海
支店にて開催した。研修には、80名が受講し、盛況のうちに終了した。

■ 実施科目・講義内容
実施した講議内容は、首都圏で開催された
「不動産取引実務研修」と同様である。
「不動産取引紛争・ケーススタディによる未然
防止について」
講師：橋本明浩 氏
（東急リバブル㈱

お客様相談室長）
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去る１月15日（木）、東京都千代田区大手町の日経ホールにおいて、一般消費者を対象にした、当協会
主催による「第３回FRK住まいと暮らしのセミナー」
（後援：国土交通省・東京都）を開催しました。

まず、セミナーの開
演に先立ち、当協会の
岩崎芳史理事長が主催
者挨拶として、当協会
の活動や目的ならびに
当セミナー開催の趣旨
を述べた。
岩崎理事長

挨拶

■ 第１部

｢理想の住まいを求めて｣
― 中古住宅購入×リフォームの可能性 ―

最近、中古住宅を購入し、
リフォームして、ご家族の
ライフスタイルに合った理
想的な住まいを手に入れる
方が増えています。例えば
ギャラリーのある家、絵本
西田 恭子 氏
屋、またはガレージをジュ
一級建築士
エリーショップにと…。ど
のお住まいも夢を実現させた、まさに 世界に
一つだけの家 です。
近年、課題とされている「中古住宅流通市場
の活性化」を実現させるには、このようなリフ
ォームの魅力を伝えていくこと。そして、消費
者をトータルにサポートする「仲介」プラス
「リフォーム」のワンストップサービスの仕組
みづくりが必要だと思います。
多くの方が住まいに対して柔軟な考えを持ち、
リフォームを楽しみながら、ご自分らしい家を
手に入れてくださるようになればいいですね。

ているんですね。彼らは古
いものを活かし、それを磨
いて工夫をして昔ながらの
尾道を再生している。リフ
ォームです。歩いている人
たちの笑顔までもが再生さ
大林 宣彦 氏
れていました。
映画作家
そこで思ったのは、この
戦後の数十年、私たちはスピードや結果を求め、
便利に快適に効率よくお金を生むことにかまけ
すぎて、大事なものを失ってきたのではないか
ということです。
この21世紀はスローライフが見直され、不便
で我慢は要るが楽しさや豊かさを感じられると
いう時代です。時間はかかりますが、それを実
践していけば、戦争や殺し合いをしなくても理
解し合うことができ、穏やかな暮らしをつくっ
ていけるはずです。
私が子供の頃に住んでいた家には四季の気配
が感じられ、家族の気配を感じながら絆を育め
る家でした。これからは、そういった本来の人
間らしい「巣」というものにもう一度住める時
代になるのではないかと思います。
年老いた僕たちには不自由かもしれないが、
未来人である子供たちは元気だし、それを楽し
める力があります。これからは便利な文明社会
の近代建築だけではなく、神や仏に許された穏
やかな良い巣に住むことを考えるのが、私たち
に残されたこれからの大いなる喜び、楽しみで
あるべきではな
いかと思ってい
ます。
●

■ 第２部 特別講演

「住まいは人の巣である」
この正月に５、６年ぶりに故郷の尾道に帰っ
たのですが、驚いたことがあります。過疎の街
と言われていたのに、商店街が非常に賑わって
いる。30代の若者たちが借りて新しく店を開い
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当日は457名
が参集して熱心
に聴き入り、盛
会のうちに終了
した。

「平成21年度
税制改正セミナー」開催
１月29日（木）、東京都の
新宿エステック情報ビルに
て「平成21年度 税制改正
セミナー」を開催した。講
師には、税理士の広田龍介
氏をお招きした。
セミナーでは、１月現在
広田 龍介 氏
の政府案の内容で、以下の
不動産関連項目の説明が行われた。
・住宅ローン減税の延長拡充
・長期優良住宅を新築・取得した場合の所得税
額の特別控除の創設
・既存住宅の改修工事をした場合の所得税額の
特別控除の創設
・平成21、22年取得土地等の譲渡税の特例措置
の創設
・Ｊリート・SPCの不動産取得に係る登録免許
税の税率引下げ など
当日は111名の会員が受講し、盛況のうちに
終了した。

理事会報告
2/27 第３回理事会開催
［議 案］
「平成21年度事業活動の基本方針（案）」「不
動産流通研究助成事業の実施について」「イ
ンターネット運営規程の改訂」「民事再生開始
申立等の事由が生じた場合の対応について」
［報 告］
「平成21年度税制改正の概要」「平成21年度
住宅金融支援機構予算案の概要」「『社会資
本整備審議会産業分科会不動産部会』にお
ける審議状況」「ホームナビ物件情報の他サ
イトへの掲載について」「新不動産ジャパン
の概要について」「『不動産取引からの反社
会的勢力の排除のあり方に関する検討会』
の設置について」「平成20年度の教育研修活
動について」
標記について審議のうえ、すべて原案通
り承認された。

委員会・部会報告
1/8 企画専門委員会
「平成21年度税制改正与党大綱について」「住宅
金融支援機構【フラット35】S（中古タイプ）
適用条件緩和について」「社会資本整備審議会
産業分科会不動産部会の検討状況について」
「流通促進策研究会、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」
「長期優良住宅の普及促進に関する法律関連の
意見募集（パブリックコメント）について」「レ
インズ取引情報検討委員会の検討状況につい
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て」「その他」

1/9 標準化ワーキング
「物件調査実務ハンドブック（仮称）の検討ほか」

2/5 企画専門委員会

における審議状況」「『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』における検
討状況」「ホームナビ物件情報の他サイトへの
掲載について」「新不動産ジャパンの概要につ
いて」「『不動産取引からの反社会的勢力の排除
のあり方研究会』の設置について」「平成20年
度の教育研修活動について」
「その他」

「平成21年度事業活動の基本方針（案）について」
「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会の
2/24 運営委員会
検討状況について」「第２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の検討 「平成21年度事業活動の基本方針（案）」「平成
21年度税制改正の概要」「平成21年度住宅金融
状況について」「不動産統合サイト運営協議会
支援機構予算案の概要」「『社会資本整備審議会
幹事会の検討状況について」「不動産取引から
産業分科会不動産部会』における審議状況」
の反社会的勢力の排除のあり方に関する検討会
「ホームナビ物件情報の他サイトへの掲載につ
の設置について」「その他」
い て 」「 新 不 動 産 ジ ャ パ ン の 概 要 に つ い て 」
「『不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり
2/6 流通促進研究会
「既存住宅流通量フロー予測について」「報告書
方に関する検討会』の設置について」「平成20
案についての討議」
年度の教育研修活動について」

2/23 業務流通委員会

3/4 倫理紛争委員会

「平成21年度事業活動の基本方針（案）」「平成21 「会員による宅建業法違反事案に係る取扱い」
年度税制改正の概要」「平成21年度住宅金融支 「平成21年度事業活動の基本方針」「不動産取引
援機構予算案の概要」
からの反社会的勢力の排除のあり方に関する検
「『社会資本整備審議会産業分科会不動産部会』 討会の設置について」
「その他」

事業委員会報告
第３回金融商品取引部会
平成21年３月５日（木）15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３回「金融商品取引部会」を開催した。
第１部セミナーには、講師に関東財務局理財
部証券監督第二課の太田 治 上席調査官をお招
きし、「『第二種金融商品取引業等監督指針』の
解説」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42名の会員にご参集いただき、盛況の
うちに閉会した。
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凡 例

マンション
戸
建
土
地
事 業 用

単位 : 件

東日本レインズ

16,000

物件種別

新規登録数推移［首都圏］

14,000

●首都圏全域 （'08.2〜'09.1）
マンション

単位：件

戸建

土地

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

12,000

事業用

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

12月 11,737

9,174

9,086

1,877

1月 13,742

10,515

10,346

2,076

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

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。

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

物件種別

9月

10月 11月

凡 例

成約率推移［首都圏］
●首都圏全域 （'08.2〜'09.1）

単位：％

12月

1月

マンション
戸
建
土
地
事 業 用

単位：％

マンション

戸建

土地

事業用

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

12月

3.98

2.14

0.91

0.58

1月

3.90

2.15

0.85

0.59

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

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

0.00

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月

12月

1月

FRKホームナビ

ホームナビ反響状況
（'08.8〜'09.1）

物件資料請求件数

単位：件

8月
2,809

9月
3,612

10月
3,494

11月
3,117

12月
3,218

1月
4,754

ホームナビ平均公開件数
単位：件

（'08.8〜'09.1）

仲介サイト
賃貸サイト
新規サイト
合
計

8月
116,535
18,831
2,705
138,071

9月
117,379
18,997
2,824
139,200

10月
116,968
18,698
2,821
138,487

11月
118,958
18,599
2,823
140,380

12月
118,988
19,930
2,647
141,565

1月
117,634
20,376
2,554
140,564

注1. データは当月の１日当り平均件数です。
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会員だより
● 社名変更

● 所在地変更

GEリアル・エステート㈱ ⇒ 日本GE㈱

東洋紡不動産㈱
〒541-0056

● 代表者変更

大阪市中央区久太郎町2-4-27

（敬称略）

オリックス不動産㈱

TEL 06-7669-8610
代表取締役社長

（前任／代表取締役社長

山谷 佳之

㈱フージャースコーポレーション
〒101-0053

西名 弘明）

日新建物㈱

千代田区神田美土代町9-1
代表取締役社長
（前任／代表取締役社長

TEL 03-3216-8400

登橋 清隆
中村 憲二）

ベルエステート㈱

日本土地建物販売㈱

〒564-0063
代表取締役社長

（前任／代表取締役社長

q松 盛太

吹田市江坂町13-48

辻本 英一）

TEL 06-4861-7120

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

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

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。

準」により運営され、会員の皆様に同規程の遵

（社）不動産流通経営協会

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

URL

http://www.homenavi.or.jp

「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。

社団法人 不動産流通経営協会 会報No.96
平成21年3月20日発行
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問合せ先：社団法人 不動産流通経営協会
事務局（原、木谷）TEL 03−5733−2271

編集・発行：社団法人 不動産流通経営協会事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-25-2
ブリヂストン虎ノ門ビル５階
TEL.03-5733-2271 FAX.03-5733-2270

