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“ATC(アジア太平洋トレードtzンター)"
友人を介して写真撮影の依頼があった。会報の表紙
に南港のATCを縦位置でと。
撮るなら夕暮れだと決めた。
夕暮れを待って車を飛ばした。
湾岸線の降り口をまちがえたので着いたらすっかり
夜だった。
点滅するスティックを持った黒い影が教えてくれた
場所からATCを数枚撮った。
次の日、巨大な月が昇った天保山ハーバービレッジ
に道草をして夜が更けた。
また別の目、南港に架かる真っ赤な橋脚の下で、紫
の空を背にしたコスモタワーと黒いタグボートのシル
エットを撮った。
そして締切に近い目、夜釣りの少年達にのぞき込ま
れながら、まだ残りあるフィルムを惜しんで巻き戻し
た。
そ'の中の一枚がこれである。
伊藤信太郎
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大阪部会長山本道治
昨年の秋にノーベル文学賞の発表があり、それ以降は年末年始にかけ、大江文学の一大ブームが巻き起こっ
ている。
これはどうも今年中続くのではないだろうか。
川端康成“美しき日本"をテーマに受賞講演したのは1968年(昭和43年)オイルショッタ前の我が国母本丸
の快進撃の年である。爾来四分の半世紀の歳月を経て文化勲章を辞退した大江健三郎氏の受賞に感慨を覚える
人は多いと思う。
川端康成の小説は感覚的なまでの“美しい日本"を代表していたと言われている。
私は最近、あまり小説を読まないし、加えて、大江健三郎氏の小説はどちらかと言えば苦手である。従って、
ここで文学を論じるつもりはない。
今、何故に大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞したかに思いをいたしてみたい。
戦後の日本はアメリカナイズされてきたとよく言われている。
欧米に追いつけ、追い超せを国家の命題として猪突邁進してきた。その結果、君も私も彼女も彼も皆んな揃
って中流階級に向上し、生活は豊かになった。そのような中流社会意識の中で、川端康成の情緒的・感覚的な
美学が生まれたとみることはできないからだろうか。
そして、次に迎える時代が不透明な時代、柔らかな個人主義の時代と言われ今日に至っている。
今、私達はクールな眼でお互に見つめ合い、話し合う時代に入ってきていると思うのは私の独断であろうか。
大江健三郎氏は、四国愛媛県の山村で生まれ育ち、その感性を小説という形で神話のオブラートに包み込み
そして未来に向かっての普遍性を求めたと言われる。(立花隆氏とのNHKTV対談より)これは氏が小説の現
代的な形式を通じて戦後日本社会の基本的な問題を一貫して追求し、表現してきたことである。同時代の世代
の共通認識とも言える。
その特徴は、人間観や世界観の今日的意味合い、単に日本的にとどまらない普遍的を求めていることにある。
大江健三郎は自ら「私は戦後民主主義の人間です。」と述べて文化勲章の受賞を辞退したと報じられている。
同じ世代の一人として感無量である。
時代は速いステップで躍動しており、変化していることは誰の目にも明らかである。今日のそして明日へつ
なぐ、協会活動の精神的なバックボーンとしていささかなりとも参考にしたい。そして不借身命に徹し、頑張
りたい気持ちである。(完)
寒§
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「不動産鑑定士も見よう大阪新名所』
われわれ鑑定士は、依頼された案件ごとに現地に赴き、実査しています。公図と現地の確認、地積測量図は
あるのか、建物図面との相異はないか、そうそう、物件写真を撮影、これにはいろいろこだわる人もいます。
事例地の確認、地価公示地も見ておかなければいけません。
「自慢じゃないが、過去に鑑定した対象不動産はすべて覚えているよ。これも的確な現地調査の賜物だ。鑑
定士ならあたりまえだよな、プロなのだから自慢にもならないか」とひとり言が出てしまうのも自信のあらわ
れでしょうか。
事務所でいつも口ぐせのように言っていることがあります。
「現地を大切にするんだ。鑑定の基本は現地調査にある。現地第一主義、現地だ、現地だ._..」
ところで先生、対象以外の不動産をジックリ見つめたこと、おありでしょうか?日頃の仕事に追われ現地実
査が終われば、すぐに帰ってしまうのでは?変貌する都市の観察を怠ると、大切な地域分析もピントはずれ
になるかもしれませんし、将来の動向の把握を間違えるかもしれません。現地第一主義ももっともですが、た
まには対象不動産から離れて、鑑定案件にはならないような不動産を見ることも大切ではないでかと、そんな
反省も込めて、新シリーズを始めてみました。r、
もうひとつ始めた理由があります。四年前の流行語“おやじギャル"を覚えてますか。競馬、カラオケ、ゴ
ルフの三要素を備えた若い女性のことです。しかし今は、“おじさまのギャル化"の時代と言われているので
す。その三要素は、ダイエット、フィットネスクラブ、ブーム執着力。ダイエット、フィットネスクラブはご
存じのとおり。ブーム執着力とは、こまめに情報を収集しては共通の話題や行動として楽しむこと、だそうで
す。この「ブーム執着力」というブームに乗って「ギャル化おじさま」になってみるのもいいのではないか、
と思った次第。
というわけで、今回は、大阪市港区の海岸通、住之江区の南港北の二ヵ所を取り上げてみました。お読みに
なって、ご興味が沸きましたら、ぜひ「対象不動産」を離れて、ご家族づれや、ご友人達と新名所を探訪、プ
ロの眼で観察してみてください。そして「ギャル化おじさま」、略して「ギャルおじ」になってみては、いか
がなものでしょうか。
く大阪市港区、海岸通〉
港区海岸通は一丁目から四丁目まであります。ご
案内するのは一丁目、天保山地区の北側、安治川沿
いにあたります。
不動産鑑定評価風にいいますと、
対象不動産の近隣地域である海岸通一丁目は、
大阪市営地下鉄中央線の終着駅「大阪港」駅の北
西方に直線距離で約250m、道路距離で約400mの
ところに位置する。大阪市内中心商業地「本町」
駅から5駅、約15分の比較的交通の便の良好な地
域である。都市計画上は、市街化区域内準工業地
域、建蔽率60%、容積率200%に指定されている。
地域を構成する画地の規模は大きく_...
というような、ところでしょう。
ここには、特色ある大規模な施設が、現在3つあ
ります。昭和63年5月に着工し、平成2年7月に完
成した天保山マーケットプレイスと海遊館、平成6
年11月にオープンしたサントリーミュージアムです。
バブルの申し子のような期待に作られてた天保山
マーケットプレイスと海遊館ですが決してバブルッ
子ではありませんでした。完成以来好調にお客を集
め、崩壊知らず。大阪市を代表する有名施設になっ
ています。観光客のアンケートによると、大阪城を
抜いて大阪市の一番の観光地なのだそうです。観光
客は日本人に限らず、韓国、台湾をはじめ、東南ア
ジアの方も多く、国際色豊かです。朝、地下鉄中央
線に乗ってみて下さい。大阪港方面行は、もう日本
ではないようです。ハングル語、広東語が耳に飛び
込んできます。リピーター(2度目以上の来場者の
こと)が多いのもここの特徴です。何度来てもいい、
魅力のある施設の証明なのでしょう。
土曜日の午後は、若いカップルがどっと押しかけ
ています。海遊館は午後7時まで入場できますし、
マーケットプレイスにはディスコ、それに日本で一
番サンセットが美しい所という売りがある。実際き
れい。そして安全だからです。
天保山地区全体も、ガラッと変わりました。船員
バーと怪しげな旅館のイメージからムードあるエキ
ゾチックなスポットへ変身を遂げたのです。地区の変
化はマーケットプレイスに少し影響を与えました。
マーケットプレイス内の物販店には、オープン当初
は洋服などのブティックもあったのですが、いまで
は小物やお土産品を売る店になっています。観光客
を主要な顧客にせざるを得ないのでしょう。
オープンして4年の間に、海遊館も少し変わりま
した。2匹いたジンベイザメは1匹になり、その代
わりに、ダイバーなら一度は遭遇してみたい、あこ
がれのマンタが大水槽を泳いでいます。ナポレオン
フィッシュは相変らず頭にこぶをつけて悠然として
います。余談ですが、私、香港でこの魚を食べたの
ですが、ハタの一種のようで、いま巷ではやりのク
エと同じような味、美味しかったですよ。
海遊館は今後もこの地区に大きな変化をもたらし
ながら、おおいにお客を集めて、賑わい続けてゆく
ことでしょう。
そして、平成6年11月に話題の集客施設がもうひ
とつ、海遊館の南側にできました。サントリーミュ
ージアムです。コンセプトは、「ここに、夢と感動が
ある」です。ギャラリー、IMAXシアター、ミュー
ジアムショップ、レストランからなる複合施設です。
設計は大阪が生んだ(ご本人はそうお思いかどうか
知りませんが)世界的建築家、安藤忠雄さん。球を
抱いた逆円錐型のドラムから2つの直方体が海に向
かって伸びるユニークなフォルムは、大阪ベイエリ
アでも一際目立つランドマークです。
それはさておき、どうして、最近の新しいものを
表現すると、カタカナ文字ばかりになるんでしょう。
ファッション関係になると、もはや漢字やひらがな
の方が少ないぐらいですね。我慢してカタカナに付
き合いましょうか。「ギャルおじ」を目指している
のです。
戻りましょう。11月末に実際押しかけてみました。
950円払って、まず5階のギャラリーへ。開館記念
で「美女100年、ポスターに咲いた時代の華たち」、
という19世紀末から現代までの著名なポスター展が
く住之江区南港北地区〉
南大阪出身の、私の南港に対するイメージは材木
置き場、陸運局、中古車屋、フェリー乗り場などな
ど、せいぜいそんなものでした。近年になって、人
工海水浴場、海釣り公園、ポートタウン、ニュート
ラム、阪神高速湾岸線などが整備され、何かすごい
場所になってきたなと思う間もなく、気がつけばイ
ンデックス大阪、美津濃ビルを始めとする大規模建
造物が続々と建ちはじめ、おおおと圧倒されている
5
開催されていました(平成7年1月22日まで)。「あ
あこれ、知っている」と、片岡敏郎作の赤玉ポート
ワインのポスターや竹久夢二の作品を見つけ、ほっ
と安心しながら、4階へ下りると、西側全面がガラ
スの大胆な空間へと出ました。日本一のサンセット
が見られる所です。ここが「夢」の場所なのか、と
つぶやきながらその・ままギャラリーを出ました。
次は1000円でIMAXシアターに入場。25分間、高
さ20m、幅28mの巨大スクリーンからほんとうに飛
び出すような映像が見られるのです。「ブルーオア
シス」というカリフォノレニア沖の海底にあるケルプ
海藻)の森を舞台に、クモヒトデや鮫の生態を立
体映像で表現した作品。目の前に本当に海藻がある
ように見え、思わず手を出してしまったほどです。地
方の博覧会でも立体映像を見たことはあったが、桁
が違うという印象でした。「う～ん、1000円以上の
価値がある。この価値は市場価値か、交換価値か、
あるいは保有価値か。まあともかくも、価値がある」
あやふやながら夢を見つけ、ほんとうに感動して、
一杯飲みたくなったので、最上階地上40mのスカイ
ラウンジに行きました。今日はおしゃれに、ギャル
化して、これまたはやりのカクテル、テキーラサン
ライズ(サンセットならもっとマッチしたのに)を
一杯だけ飲んで、あとは定番の水割りにして、おじ
さんに戻ったのでした。
その日は素直に帰宅しましたが、天保山地区にひ
とつ足らないのは、宿泊施設かもしれないと思って
いたら、なんと、サントリーミュージアムの南側に
シティーリゾートホテルができるのだそうです。た
まには嫁さんでも連れて、気取ってサービスしてみ
るのもいいかもしれません。
仕事から少し離れて、ブーム執着力を持って、ギ
ャルおじを目指し、大阪新名所、港区海岸通1丁目
に行かれてはいかがなものでしょうか。
文:足立良夫)
間に、さらにとんでもない場所へと変貌を遂げた(遂
げつつあるの方が正しいかもしれません)南港北地
区のアジア太平洋トレードセンター(ATC)を紹介
します。
ま、とりあえず鑑定評価書風に概略を示せば、
対象近隣地域ATCは、ニュートラム「中埠頭」駅
の北方約200m(道路距離)に位置し、大阪の中心
部から地下鉄・ニュートラムを乗り継いで約一時間
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程度と現時点での交通の便はやや不便である。都市
計画上は、市街化区域内準工業地域、建蔽率60%、
容積率300%に指定されている。近隣地域の周辺の
地域には、「ハイアット・リージェンシー・オーサ
カ」(平成6年6月開業)、国際貿易の情報集積基地
「大阪ワールドトレードセンタービル(コスモタワ
ー)」(平成7年春竣工予定、地上55階建)、国際見
本市会場として有名な「インデックス大阪」があり、
大規模画地によって構成される地域である。当該近
隣地域内に存する街路は……。
敷地面積は約68,000m2、同地上には国際卸売り
マートの入るITM棟(SRC造、地下1階付地上12
階建、延床面積約262,000m2)及び、飲食店や室内
テーマパークガルボ(いわゆるゲームセンター略し
て「ゲーセン」)、小売店など一般客を対象にしたオ
ズ棟(SRC造、地下2階付地上6階建、延床面積
約73,000m2)の2棟の建物が南北に配置されてい
ます。
ATCへの交通アクセスとして利用できるのは、
ニュートラム、直通バス(JR梅田駅前、難波高島
屋前からそれぞれ運行されている)、自家用車の3
種類なのですが、将来的には地下鉄中央線がトンネ
ルによって南港北地区まで延伸(平成9年予定)さ
れ、かなり便利になりそうです。とりあえず、私は
自家用車を選択しATCへ行ってみました。
阪神高速湾岸線「南港北」出口をでて、少し歩く
のを覚悟してインデックス東側の駐車場を利用(1
回1000円)します。オズ棟の南端から、ITM棟の
北端まで約600mもあると聞いていたのですが、と
りあえず全部を見てやろうと南端のワールドグルメ
ゾーンから建物に入りました。ちょっと珍しそうな
飲食店が並んでいるのですが、どの店の前も結構お
客が並んでいたので、行列に参加するのはやめにし
て、オズ棟の西側、海辺に広がる「オズパーク」に
出てみました。南北450m、幅52mの西側が直接海
に接するこの広場は、幅の広い階段状の構造、水際
には椰子の木が植えられています。
まだ明るいというのに仲睦まじく見つめあい、夕
暮れ時を待ちながら楽しそうに語らうカップル(午
後1時頃だったのですが…)に軽い嫉妬を覚えなが
ら、私も今度はツーショットでなどと不謹慎なこと
を考えてしまいました。再度オズ棟の中へ入ってみ
ると、今度は本当に長蛇の列ができていて、その先
がどこへ続いているのか探し当てるのに結構苦労し
たのですが、ガルボ(ゲーセン)だったのですねこ
れが。そんなこんなで、行列に参加する勇気がなか
ったので、その日は適当にITM棟やらをぐるつと一
周して帰ったのですが、どこも人人人、家族連れや
らアベックやらで、ATCの人気はかなりのもので
した。
夏のシーズンの頃には週末毎の来場者数が7万～
8万人(1日当たり)にもなっていたらしく、また、
マイカー利用の入場者が予想以上に多かったために、
周辺の地域の交通渋滞は深刻だったようです。私も
ATCへ遊びに行くときには曜日、時間帯、ルート
をよく考えて行動するようにしているのですが、少
し時間帯を間違えるとたちまち渋滞に巻き込まれて
しまうという悲しい思いをさせられています。最近
では、ATCという施設自体が夏向きの施設であるズ
ために、寒くなってからの来場者数は若干減少して'
いるものの、やはり休日には4万人位がどっと押し
寄せているとのこと、見学されるのでしたら、週末
なら午前中、もしくは平日の見学をおすすめします。
対してITM棟の方ですが、市内中心部のビル不
況同様に開業当初の入居率は低迷していたらしいの
ですが、オズ棟の大人気を反映し、三十社以上の企
業から問い合わせがあり、いったん入居を見合わせ
た企業も、再検討を始めたという話でした。ただ、
現時点での入居率も全部で約400あるスペースに、
海外企業110社を含む170社が入居しているのみで、
半分以上がまだテナント募集中とのことでした。
ちなみに気になる賃料設定の方ですが、大人気の
オズ棟の方は、スペース毎の場所的、規模的な個別
性が強く一概にお応えすることはできませんとのこ
とでしたが、ITM棟の募集賃料は月坪17千円(海
外企業15千円)、敷金24月(同3月)とのことです。
いずれにせよ、ATCとその周辺の地域は、私が
従来もっていたイメージとは全く別のものに変貌し
つつあるようです。米国イードウ社が景観設計をお
こなったATC、背後には都市型ホテルと55階建て
の超高層ビル、在阪有力企業の本社ビル等々、昔の
南港に対する既定概念を突き崩すような大きな力を
感じることができるこの地域を、皆さんも是非一度
訪ねてみてはいかがでしょうか。
文:北川忠志)
鐸塗購
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「独立開業しました」
994年11月28日

↓
於:大阪倶楽部
今回は、1994年1月以降に㈹日本不動産鑑定協会近畿会大阪部会に入会された会員の中から6人に集まって
いただき、独立のきっかけ、開業後の苦労話、部会の社団法人化への期待、公的評価制度をはじめとする不動
産鑑定業界へのご意見、将来の展望などについて、おおいに語っていただきました。
㊨座談会出席者
榎本正人さん
笠井晴彦さん
川中繁徳さん
北川忠志さん
㈱榎本不動産鑑定事務所
㈱笠井不動産鑑定
川中繁徳不動産鑑定事務所
北川不動産鑑定事務所
西川和孝さん成邦不動産鑑定㈱
李光祐さん㈱東亜立地鑑定
⑳司会
小川哲男渉外広報委員長、小柳津隆夫渉外
広報委員
私はこのように鑑定業界と出会った
司会本日は、この1年の間に独立され、1994年1
月以降に大阪部会に入会された鑑定士の中から、6
人の先生方にお集まりいただきました。鑑定業界を
とりまく環境が、極めて厳しい中、勇気と希望をも
って独立されたことに、深く敬服いたします。
ではまず、みなさんがどのように鑑定業界と出会
われたのか、お聞きしたいと思います。榎本先生か
らどうぞ。
榎本私は昭和38年、大学を卒業した後、不動産鑑
定業界に入りました。まだ鑑定評価制度ができる以
前です。その後、日本不動産研究所に11年、岸和田
土地に20年の勤務を経て、平成6年4月に開業しま
した。
笠井私は昭和53年10月にこの業界に入り、15年間
中央不動産鑑定所に在職の後、平成5年10月に退職
し開業しました。
李この仕事に就きましたのは8年前です。西宮市
の小林先生の下で2年間、補助者として働き、不動
産鑑定士補の資格をとりました。その後、笠井先生
と同じく中央不動産鑑定所で6年間働き、平成6年
3月に退職し、開業しました。
司会次に、鑑定業界以外で働いておられた3人の
先生にお聞きしましよう。まず川中先生から。
川中私は平成6年7月、南税務署を最後に、税務
署職員としての39年間の公務員生活を終えました。
税務署当時は主に法人税を担当し、中でも国税局の
調査部で19年間を過ごしました。昭和46年に、不動
産鑑定士の特例試験を受けて合格しましたが、実務
の経験は開業までありません。定年退職後の9月、
不動産鑑定士と税理士の二枚看板で開業しました。
西川私は父が不動産の会社を経営しており、大学
卒業後に入社し、貸ビルや仲介等の仕事に携わりま
した。ですから最初は、不動産鑑定士という職業を、
仲介業者の立場からながめていたわけです。そうし
た環境の中で、不動産業界のイニシアチブをとる仕
事として鑑定士を目ざし、南大阪不動産鑑定所の高
井先生に、実務補習を受けさせていただきました。
独立開業したのは平成6年6月です。
北川私も大学卒業後2年間は、異業種の仕事に就
きました。先輩から不動産鑑定士という仕事がある
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ことを聞き、魅力を感じたのです。実務経験がいる
のなら、少しでも早くから始めた方がいいと転職。
奈良の近畿合同不動産鑑定所に入社し、故岡本先生
の下で3年間、大阪の足立良夫不動産鑑定士事務所
で2年半働きました。足立先生の下で2次試験、3
次試験に合格し、平成6年4月に独立しました。
組織を離れて見えてきたこと
司会大きな組織の中で鑑定士として働く道もあっ
たはずですが、なぜ独立開業という選択をなさった
のか、聞かせてください。
李以前から、独立したいと思っていたんですよ。
組織を離れ、個人としての立場になったら、どんな
見方をするようになるのか、自分が、どれだけの人
間なのか確かめてみたい。そんな気持ちがありまし
たから。
北川私はこれまでずっと個人事務所で働いてきま
したので、企業の中にいらっしゃる鑑定士の存在を
よく知りませんでした。鑑定士というのは、当然独
立するものだと思っていたんです。お世話になった
先生の仕事を見ながら、将来は独立開業しようと、
自分の未来を描いていました。
司会長く属した組織を離れるときの気持ちはいか
がでしたか。
榎本20年間も同じ会社におりますと、考えがこり
固まり、新しい理屈や考え方が出にくくなります。
組織も個人も動脈硬化を起こすとダメなので、この
状態を断ち切ろうと思いました。ちょうど平成6年
には関西国際空港も開港するし、自分も新空港と一
緒に飛び立ちたいという思いでした。
笠井自分自身では40歳までに独立しようと思って
きましたので、ちょうど40歳で独立できたので、よ
かったと思っています。
西川バブル最盛期頃、何の営業努力もなしに、仲
介や売買で多額の収益を上げている一部の不動産会
社や営業マンを見ていて、これで良いのかと大変疑
問に感じました。
その事を思い出し、考えた末、きびしい環境から
スタートすることの方が将来的にも良いと判断して、
独立を決意致しました。
確かに、きびしい毎日ですが、これでいいんだと
思っています。
司会不況の時こそチャンスと積極的に独立された
とは、経営の神様、松下幸之助さんのような意欲で
すね。では、実際に開業されてからのご苦労をみな
さんにお聞きしましよう。
榎本独立すると、人間関係とか、人の性格がよく
わかるようになります。組織に属していた時と違っ
て、個人とのつきあいが大切なんだということを実
感しています。
李不景気の中で仕事を続けていくのは大変だけれ
ども、独立開業したことで、社会から見た個人とい
う立場が、はっきり見えるようになりました。自分「
の価値や自分の値段がクリアになり、それを高める
のも低めるのも、自分次第なんだと思うようになり
ました。
笠井それにしても、仕事の中で雑務が占める割合
がこんなに多いものだと気付いたのも独立してから
ですよ。
榎本そうですね。独立後は、自分で車を運転して、
不足なく資料を整え、間違いのないように鑑定書を
仕上げて、判を押して、請求書を書いて…と、何で
も自分1人でしなければいけない。でも、それが私
に大きな刺激を与えてくれています。
司会税理士や宅地建物取引主任者など、ほかの専
門士業をよくご存じだったお2人は、いかがでした
か。
川中税理士の場合は、新規開業者に対して税理士
会から説明会や研修会があり、また必要な事務用品
等を販売する専門の売店もありますが、不動産鑑定
士の場合は、そのようなものがまったくない上、報
酬規定も請求書のひな形も決められていませんので、
開業当初はずいぶん戸惑いました。新規開業者を集
めた研修会やガイド書があると助かるんですが…。
開業当初は、新しい図面や資料等も手元に揃わず、
近畿会へよく相談にうかがいました。
西川私も川中先生と同様、不明な点は近畿会や大
阪部会の諸先生にうかがい、いろいろ親切に教えて
いただきました。独立後はじめて評価書の依頼を受
けた時、一体いくらの.請求書を出したらいいのか、
わからず友人にも相談したことがあります。
司会税理士、弁護士と異なり、不動産鑑定士法の
中には報酬規定がありません。以前は鑑定協会がガ
イドラインを提示していましたが、全国一律に決め
るのは独占禁止法にふれるということで公正取引委
員会から指導があり、各事務所単位で決めることに
なりました。
川中路線価図などの参考図書のコピーをとる場合
税理士会や納税協会等では1枚10～20円ですが、近
畿会では1枚150円というのには、実は驚いた次第
でして、会員に対するサービスという面から一考を
要するのではないでしょうか。
司会会費収入だけでは会の運営には不足するとい
う状況で、コピー収入にも依存しております。さて、
独立開業後、不動産鑑定士として働く中で、何か変
化はありましたか。
笠井サラリーマン時代には、寝るためにだけ家に
帰るような生活で、地域との関わりも殆んどなかっ
たんですが開業後は家の周りに目を配る時間的余裕
が生まれ、自然と地域との関わりができてきました。
そんな中で、よく相談を受けるんです。土地を持っ
ていて悩みをかかえている人って多いんですね。ま
だまだ「悩みの相談室」にとどまっているのが現状
ですが、この業務が進化すれば、不動産コンサルテ
ィング業として力を発揮できるのかなとも思います。
北川私は宅建の講師をしています。前に勤めてい
た足立先生に紹介され、3年前から始めました。人
の前で話すためには相当の知識が必要ですし、人に
教えることを通して、いかに自分の能力が稚拙であ
るかも知らされます。たとえば同じことを講義して
灘
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も、昨年は都市計画法や国土法の通達まで目を通せ
なかったけれど、今年は目を通せたというように、
毎年、新たな発見をします。自分が勉強するための
ムチを打つ場としても、講師の仕事を経験してよか
った。開業後も一層、勉強することが大切だと痛感
しています。
不動産鑑定士のあり方とは
司会今後、不動産鑑定士として働いていく上での
スタンスをお聞かせください。
榎本不動産鑑定士というのは、土着性を持ってい
ると強いと思います。一つは市町村の役所と一緒に
なって仕事をし、続けることでだんだん信頼を得ら
れるようになります。私はこれまで、土着性を大切
にしてきましたし、今後もそうしたいと思っていま
す。
李榎本先生がおっしゃったことに加えて、私は鑑
定業は地域サービスであるとも思います。鑑定書を
書くだけが商売ではなく、地域に密着しながら、い
ろいろサービスの内容を考えたいですね。
西川榎本先生や李先生がおっしゃったように、地
域に絞った仕事も大切ですが、不動産鑑定業界には、
まだまだ開拓していない鉱脈がたくさんあり、その
つが、コンサルティングの分野だと思います。私

は開業後、不動産業者から多くの相談を受けました。
不動産鑑定士という違う角度から相談に応じられる
ようになったからだと思います。
北川最初に勤めた事務所は地域密着型で、役所の
用地関係の仕事が多く、次に勤めた事務所では、民
間企業の仕事が中心でした。地域に密着した仕事の
大切さはよくわかりますし、公的評価などでは私も
どんどん参加させていただきたいですが、地域以外
の分野でも自分をアピールできるように、これから
知識を積んでいきたいと考えています。
大阪部会の社団化に向けて
司会大阪部会は今、日本不動産鑑定協会の第3次
答申を受けて、平成7年度初めの社団法人化をめざ
しています。法人格をとって都道府県単位の組織を
強化するのが目的で、近畿会は地域連絡協議会に、
本会は各社団の連合会となります。それについて、ど
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う思われますか。
李これまでは本会と部会が縦のラインでしたが、
社団化すると、まず部会があって、その連合体とし
て本会があるという横並びの組織になります。本来、
この方があるべき姿ではないでしょうか。平成9年
度からは公的評価について全員参加ということなの
で、どう部会として受注するのか、今後いろいろ話
し合いが必要でしょう。
北川不動産鑑定士は、弁護士や司法書士の団体と
比べれば、まだ若い団体です。公的評価の仕事をし
っかりするためにも、社団化によって組織の基盤固
めをすることが必要です。それに、私自身もそうだ
ったのですが、大学を卒業してすぐ鑑定業界に入る
人は少ないと思うのです。なぜかというと、まだま
だ知名度が高くないし、名前は知っていても具体的
な仕事内容を知らない人が多いと思います。業界の
活動範囲を広げるためと、次の業界を担う若い優秀
な人にもどんどん入っていただくためにも、社団化
はいいきっかけになるのではないでしょうか。
西川是非、社団法人は、日弁連のように、強制加
入制度となってほしいと思います。そうすることが、
不動産鑑定士の社会的な信用の向上につながるもの
と思います。また、将来、全会員が一定の資金を拠
出して、基金を作り、協会の自前の事務所を設けた
り、社会的責任を果たす一環として、万一でもあっ
ては困りますが、不当鑑定の賠償を社団が責任を持
つことができれば、業界への信頼のより強固な基盤
となるのではないでしょうか。
ところで最近、鑑定士の試験に合格しても就職先
がないという相談を受けます。優秀な人材を埋もれ
させないような役割も、社団が果たせたらいいでし
ょうね。また、定期借地権にせよ地価問題にせよ、
不動産に関わることが社会問題として出ているとき
に、社団としてすぐ、きちんとコメントできる存在
であってほしいと思います。
公的評価参加で鑑定士はどう変わる
司会社団化以後、平成9年度から、地価調査、地
価公示、路線価評価、固定資産評価など公的土地評
価等の仕事を不動産鑑定士全員で参加していくこと
を、どう考えますか。
榎本昔は地価公示しかなかったのが、その後、路
線価評価や固定資産評価が加わり、ますます鑑定士
の仕事は深くなります。資格があるだけで安住して
はいられなくなると思います。より深い実践理論が
あるか、きちんと分析できるか、実情をしっかり勉
強しているかが問われるでしょう。本来、不動産鑑
定士こそが、大きな流れの中で土地に対してこうし
なさいと提言できる位置にいるべきだと思いますが、
現実には、周りとのバランスを考え過ぎて、地価公
示においては地域性が欠けてしまい、平準化・平均
化するあまり、個性をゆがめてしまう側面もあると
思います。
司会今後の不動産鑑定士は、公的土地評価制度に
よって仕事は増えるだろうけれど、その半面更地の
鑑定の仕事が減るのではないかという意見もありま
す。ご自分の将来も含めて、意見をお聞かせくださ/
い。
笠井この更地がいくらかというような鑑定は減る
と思いますが、中古マンションを立て替える時など、
権利変換も含め、どうしたらいいのかアドバイスす
るような仕事が増えるのではないでしょうか。私は、
中小規模の工場が多い東大阪に住んでいますが、
「この不況の中でどうしたらいいか」とか、生産緑
地の関係でどんどんマンションが建ち、「空室率が
2～3割になって困っている」など、地主さんから
よく相談を受けます。
北川私も、全体的にはコンサルティング業務が増
えてくると思います。収益還元法や開発法など難し
いことを判断する時や、継続賃料について利回り法
かスライド法か、どの手法を使うのか、どれが適当
なのか…など、鑑定士は、判断基準を求められる存
在になるのではないでしょうか。
コンサルティング業務は広がるか
司会取引事例も賃貸事例も鑑定主体によって異な
るのが現状ですから、業界全体で調査研究してまと
めていくことも必要かもしれませんね。さて、先程
から頻繁にでているコンサルティング業務について、
みなさんのご意見をうかがいます。
西川多面的にコンサルティングを考えますと、更
地の有効利用から相続まで、出てくる案件は大変多
くなると思います。その業務量から考えれば、顧客
が多いに越したことはありませんが数人程度でもコ
ンサルティング業として成り立つのではないかと思
います。
川中税金対策の面から鑑定の仕事はまだ増やせる
余地があり、私はこの面での新規開拓に努めていき
たいと考えています。
例えば、土地については株式の場合と異なり評価
損は原則として認められませんので、子会社に売却
して売却損を計上しようとする場合など、関係会社
間や会社と役員間における不動産の取引について、
後で、税務当局とトラブルがおきないよう鑑定士の
評価額でもって行う等です。
このような税金対策の場合、前もって税金の面と
併せたコンサルティングが重要になるのでしょうし、
また税務当局から後でクレームをつけられないよう
な、より説得性のある鑑定書を作成することも大切
だと思います。
李ただ、今の段階では、まだコンサルティングと
いう言葉があいまいだと思うのですが。
西川コンサルティングに対して報酬をいただける
かという点でも、まだ過渡期だと思います。現在は、
コンサルティングにともなって生じた媒介手数料や
評価書の料金で、コンサルフィーをまかなっている
状態だと思います。ただ今後は、コンサルフィーが
徐々に認められていくとは思いますが。
榎本私は不動産鑑定士というのは、不動産の値段
はこうだと公正中立の立場で出し、それを言えるだ
けの理屈を持った存在だと思っています。ですから、
依頼主の利益に貢献してもしなくても、公正な立場
を守らなくてはならない。ところが、コンサルティ
ングというのは、弁護士と同じように、依頼主の利
益を守る仕事だと思います。その違いをしっかり認
識しておかないといけないと思います。
土地神話は崩壊したのか
司会さて、バブルの時期をはさんで、大きく変わ
ってきたわが国の地価問題について、お聞きしたい
と思います。土地神話は崩れてしまったとお考えで
すか。
笠井バブル前の昭和63年当時と平成6年の基準地
価格を単純に比較すれば、地価は上がっています。
ですが、この間にGDPも大きくなっていますから、
H
地価はほどほどのレベルだと言うこともできます。
また以前は、年収の5倍以内で住宅が買えませんで
したが、最近はその範囲で買えるマンションも登場
しています。商業地の価格は、まだまだ買い手がつ
かない状況ですが、だからといって、地価がまだ高
い証拠だとも断定できません。確かにこの5、6年
の短いスパンだけでとらえれば、土地に対する神話
はなくなったように見えますが、10年後、20年後も
考えた上でなら、神話が崩壊したとは言えないので
はないでしょうか。
川中バブル時以後、行政が介入し過ぎている面が
あると思います。税制面からみても、現在、土地を
買いたいと思っている人も急速に高レベルになった
地価税、固定資産税等土地保有にかかる税金のこと
を考えると躊躇するし、また一方、売りたいと思っ
ている人も、売却に係る高率となった税金が近い将
来、元に戻る(下がる)ことを期待して見合せてい
る。従って、もう少し両方にかかる税金を低減する
等、規制の緩和を図れば土地取引は活性化すると思
いますが。
榎本日米構造協議で、日本はもっと公共投資をす
ると約束しているのですから、今後10年間は活発に
なるはずです。国土がある限り、土地は信用できま
すよ。ただし、土地に対して人間が働きかけない限
り、価値は創造できません。何事にも良い面、悪い
面がありますが、税金が高いことについても、ただ
土地を持っているだけの人に、税金というムチを与
えて土地を手放させ、土地供給を促進させたという
見方もできます。
李地価が高いか、安いかについては主観的で個別
の問題ではないでしょうか。高さ低さは必要価値に
よって決まると思います。ただ、土地を持っていれ
ば上がるというバブルの時の安易な発想が、なくな



2
つたことだけをとらまえれば、土地に対する信頼性
が変わったといえます。
司会今も金融機関は不動産担保がなければお金を
貸しません。バブル崩壊後、担保や財務内容に対し
ての見方が厳しくなっていると思います。ところで、
土地は魅力のない財産になったのでしょうか。
李金融機関が新規に貸しにくくなっているのは、
金融機関自身が整理段階にあるからで、バブルの時
にできた土地への信頼1生と、土地の持つ絶対価値は
分けて考えるべきでしょう。
西川それに、金融機関は、融資した資金を何に使
用するのか、目的に対してシビアに見極めているの
だと思います。土地はけっして魅力のない財産にな
ってしまったとは思いませんし、土地神話は崩壊し
ていないと思います。
一次取得者層向けの3,000万円前後のマンション
の売れ行きは好調ですし、積極的に用地買収に乗り
ul
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出している業者もいます。ただ、土地や戸建エンド
ユーザーは、もう少し価格が下がるのではないかと
考え、買うのをがまんしているのかもしれません。
一部では、正常価格を下回っている場所もあると思
います。何か刺激があれば、また活発に動き始める
と思います。
北川あるビル事業者と話をしていて、以前は借り
手の方から値段を提示されることはなかったけれど、
今は貸主も借主も、この値段ではどうかと言うよう
になったと聞きました。これまでは供給側の意思だ
けで価格が成立していたけれど、今は需要側の意思
も入ってきているんですね。本来、価格というのは
需給のバランスで成立するのですから、その意味で
は土地という財産は、神話が崩れたのではなく、一
般の財に近か付いてきたといえるのかもしれません。・'
司会いろいろありがとうございました。独立開業
された皆さんのご活躍をお祈りいたします。
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ふるさとシリーズ
一言
創
「鑑定士ひと言ふた言」のシリーズは、創刊号から継続されてきている企画ですが、鑑定士の気真
面目な性格を反映してか、鑑定業務や鑑定協会に関するものが多く、内容が堅くてやや重すぎるきら
いがあったと思います。
今回は、「ふるさと」をテーマにして、5人の会員からお国自慢等肩のこらないお話を書いて頂き
ました。
読者の評判が良ければ、次回も「ふるさと」をテーマにして、会員諸兄にご執筆して頂こうと考え
ています。(小川哲男)
岡..
私のふるさと
L__適広島県
田中敏行
私が青春時代を過ごした呉市は、広島駅からJR
呉線で約40分程海沿いに走った、北に山を背負い南
に瀬戸内海を望む町である。
呉市と言えば戦前海軍工廠が設置され、戦艦大和
が建造された所として有名である。海軍鎮守府が置
かれ、東洋一の軍港として栄え昭和18年には人口40
万人を超えていた。今も海上自衛隊潜水艦基地があ
り、先の中東湾岸戦争に当基地から掃海部隊が派遣
されたことは記憶に新しい。戦後の復興成長期に造
船、機械、鉄鋼等の我国の代表的な基幹産業が進出
し、工業都市として発展したが、産業構造の変遷と
ともに現在は人口約21万人と戦前の半分に減少して
いる。
けごや
私は当市の南端に位置する警固屋地区で育ったが、
ここは平清盛が開いたとされる音戸の瀬戸に近く、
警固の武士が滞在したことから現在の地名が付けら
れたと聞いている。
この音戸の瀬戸は対岸の倉橋島とは僅か約70m幅
の海岐で潮流の激しいことでも知られている。昔は
渡し船で連絡されていたが、現在は真紅のループ橋
が架橋され、松山航路の高速船等が頻繁に往来して
いる。周辺は遠浅の海岸が多く、海もきれいで素潜
りで魚貝類を取った記憶が忘れられない。この時の
素潜りが忘れられずに今ではダイビングのライセン
スを取り、この夏も丹後半島に何度も遠征したもの
である。
警固屋地区は段々畑が山内麓まで美しい縞模様を
描き、山麓から遠望する瀬戸の眺めは私の最も好き
な風景の一コマである。それは江田島(海軍兵学校
の置かれた所として有名である。)、倉橋島のほか小
さな島々が点在し、島を結ぶ連絡船の航跡が流れる
風景で、まるで箱庭のようである。帰省した時には
必ずこの風景を眺めることが楽しみの一つである。
しかし、高度成長とともに海は汚染され、松食い虫
に蝕まれた山々を見ると、あらためて環境問題の深
刻さを痛感する。それでも呉に帰ると、あの独特の
広島弁の余韻を耳にし、瀬戸の海を眺めると故郷の
すばらしさを実感する。
私のふるさと
L_適福島県
相川静江
新年おめでとうございます。
例年の地価公示に国税土地評価が加わって、なにが
なし落ち着かないという気分ですが、やはり新年を
迎え晴着に身を包み初詣を致しますと身も心も清新
な気分になり、1歳年を重ねるどころか、却って若
返るような気分さえ致します。このおめでたい性格
は会津磐梯山を宝の山よと歌い、朝寝朝酒の小原小
助さんを愛する気楽な風土の会津の地に育ったせい
かとも思いますが、今年はどんな年になるのか、非
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常に興味深いものがあります。この不況はどこまで
続くのか、本当に明るい兆しがさしてくれるのか…、
猪突猛進、不況のトンネルをつき抜けて欲しいもの
です。
正月気分はほんの三が日と短くなりましたが、“お
もいつきりお正月"はやはり純真な子供時代だった
ようです。生まれ育った会津若松では雪深い未明に、
「初音売り」が「は一つね、はつね」と呼び込みな
がら「ピーッ」「ピーッ」吹き鳴らす竹で作った鴬笛
の「初音」が、町中にお正月が来たことを告げてく
れます。この「初音売り」の声が聞こえると夜明け
前の雪明かりの中を「初音!」と買いに出て、家に
入るなり「ピーッ」と吹き鳴らし、我が家にお正月
の到来です。おせち料理は今のように重詰めではな
く、皿、小鉢が載せられた会津塗の脚高膳がいくつ
も重ねられて、お客様の度にその膳をひとつひとつ
お出ししていました。お正月の遊びは特別変わった
ものはありませんが、お年玉をもって行った十日市
の楽しさは特別でした。この日は近郷近在からどっ
と人が押し寄せます。蒲生氏郷が商工業発展のため
に始めたと言われ、300年後の今も十万人を越す人
出でにぎわいます。必ず買うのは縁起ものの「起き
上がり小法師」、何千本もいっせいに風にくるくる廻
る五色の「風車」にかじる度に愉快な顔になる「金
太郎飴」でした。そしてお正月の締めくくりは15日
の「歳の神」です。この日は子供たちが朝から家々
を廻って集める正月に飾った注連縄、門松などで、
神社の境内に山のように大きな(子供の頃はそう見
えました)どんどを作って焼き、その火でするめや
餅を焼いて食べるとその一年無病息災と言う火祭り
行事です。こんな素朴な祭も火災の恐れから今は無
くなっていると聞きました。
凍てた朝、硝子窓に本で見るそのままの形にでき
る雪の結晶、すっぽり雪に包まれた盆地の会津がま
つ青に晴れ渡る日の美しさ…は今もはっきり目に残
っていますが、近年は、年々、積雪が少なくなって
いるとのこと…地球温暖化の影響でしょう、先行き
が心配になります。
昨年の熱暑の夏は、裏磐梯は桧原湖畔に出来たバ
ブルの産物である、超豪華、でも料金は値下げで普
通の某ゼネコンの「猫魔ホテル」に泊まり、コバル
トブルー、瑠璃色、青色、緑色、薄緑色の五つの沼
が4kmの野道に点在する五色沼探勝路を散策し、?
年振りのはちゃめちゃテニスに興じ、桧原湖ではや
っと2桁の10才になった我が家のおちびちゃんのこ
ぐボートにハラハラ、ドキドキしながら、裏磐梯高
原の美しさを堪能しました。
美と歴史の宝庫の近畿の地にあっては、ふるさと
自慢など何も有りませんが、この裏磐梯高原だけは、
四季を通じて日本一と心底惚れ込んでおります。
会津磐梯山の大噴火は1888年(明治21年)7月マ
グマによって地下水が熱せられてできた水蒸気の圧
力で岩石が破壊され、それによって発生した約20億
トンの岩なだれのスピードは時速45～77kmにも達
したそうです。そして、この岩なだれは5つの村と
1の集落を襲い、多くの人命を奪いましたが、同時

に、流れ山といわれる小さな丘を無数に造り出し、
その間の窪地は沼や湿原となり、堰き止められた川
は湖となり、桧原湖や五色沼を始めとする磐梯山主
辺にちりばめられた大小300の宝石のような湖沼群
が誕生し、そしてその複雑な地形は多くの動植物を
育むのに絶好の環境となったということです。
バブルの後遺症もこのような産物をもたらしてくr
れるでしょうか。確かに、無味乾燥なビルばかりだ
った大都心に、いいビルが増え、潤いの有る空間地
が生まれたと思います。そして、人の心も落ち着き、
「地道な努力こそ」の日本人の心に立ち返ったとは
思います。
どうぞ亥々年になりますように!!
凸
と レ
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私のふるさと
L__{福井県
伊与忠司
「手前、生国と発しまするところ越前福井、九頭
竜川で産湯をつかい…」さしずめ寅さんならこうい
つた名文句で紹介するところでしょう。私の故郷は
越前福井。日本曹洞宗の大本山永平寺、蓮如上人創
建の吉崎御坊、奇岩絶壁の東尋坊、戦国朝倉氏の一
乗谷館跡、南朝の忠臣新田義貞戦死の地である新田
塚などの名所旧跡、幕末の名君松平春嶽、橋本左内、
中野重治、高見順、水上勉などの作家が著名である。
気候は典型的な裏日本型で積雪が多く、夏は蒸し暑
く、全般にどんより曇った日が多い。県花は「すい
せん」で、県民気質は忍耐強く、誠実だそうです。
福井市はこの福井県の県庁所在地、福井城跡を中心
に市街地が形成されている。昭和20年の空襲、23年
の大地震により壊滅的な破壊を受けているため町並
みは新しく、古くからの寺社仏閣など歴史的建造物
はあまり残されていない町である。この市街地で私
は生まれた。隣りは風呂屋、近所には公園、蕎麦屋
と洋食屋が1軒づつ、八百屋が2軒ありました。こ
こを離れて約21年過ぎましたが、隣り近所の顔ぶれ
は同じで、人の移動はほとんどありません。実家か
ら500mくらいのところには「お泉水(養浩館)」と
いう藩主の別邸があり、名前のとおり池を中心とし
た庭園で、子どものころはここでよくザリガニ取り
などをして遊んだものです。隣りには県立図書館、
テニスコートがありました。さらに500mほどいくと
福井城跡があり、文字どおりの石垣だけが残る「し
ろあと」で、現在は県庁が建っています。ここも当
時はあまり整備されておらず、石垣が崩れ、晴れた
日には亀が甲羅干しをしていました。小学校2年生
の時には豪雪(俗に言うサンパチ豪雪)があり、積
雪量は2mを越え、道はすべて雪で埋まり、人々は
2階の窓から出入りをしていた記憶があります。こ
れが小学校時代の思い出であり、故郷です。中学、
高校になると行動範囲が広がり、故郷も大きくなっ
た。この頃はよく足羽山にいったのを覚えています。
足羽山は福井市南部にある小山で、山頂には植物園
と公園があり、継体天皇の石像が立っています。古
代史では謎の天皇とされているが、ここでは髪が長
く杖みたいなものを持った4身頭ぐらいのお爺さん
の像である。豊臣秀吉が北之庄城を攻めたときには
この付近に本陣を構えたそうです。ここから尾根筋
を西方に行くと、忠霊塔があり、さらに西端には仏
舎利塔があります。ここから見る夕日はなかなか雄
大で足羽川が福井平野を蛇行して流れ、遠くのやま
なみに大きな夕日が沈んでいきます。街一駅前商店
街一にもよく行きました。「だるまや」と言う地元の
百貨店がありましたが。これもその後西武百貨店と
提携し「だるまや西武」となった。永平寺、東尋坊
などは私にとっても観光地であり、故郷と呼べるほ
ど身近な存在ではありません。やはり、私にとって
故郷とは生まれた町であり、近所の人たちであり、
通学した学校などです。そして、これらは現在でも
少しづつ変化はしているものの、健在であり、生き
続けています。いくつになっても、故郷は良いもの
です。
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高月新介
“それは、山々の屏風で大切そうに囲われた陽に
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輝く盆地であった。一筋の河が野の中をめぐり縫り
河下に二本の橋があり、その片側に銀の鱗を並べた
ように人家の屋根が連なっていた。いかにもそれは
別天地であった。"
獅子文六の代表的小説“てんやわんや"の一説で
ある。目まぐるしい東京の生活に疲れ、四国の小さ
な町``相生町"を訪れた主人公こと犬丸順吉の第一
印象である。
私の故郷はこの小説の舞台となった愛媛県北宇和
郡津島町である。
津島町は大阪から山陽新幹線に乗り、岡山で予讃
本線に乗換え、終着となる宇和島市から約15km南
方に位置する。豊後水道の南東部である宇和海に面
した静かな町である。
宇和海は我が国で初めて指定された海中公園であ
る他、真珠の産地としても名高い。その生産高は
684万7000匁(平成4年)に達し全国の生産に占め
る割合は約37%と日本一である。
また山地には多くの渓谷を景勝地として有し、同
山地を挟んで東隣高知県側には昨今日本最後の清流
として有名となった“四万十川"が流れている。
津島町の中心部である岩松地区には岩松川が流れ
るが、幼年期に私はこの川からいろんなことを教わ
った。自然の豊かさ、そして、自然の恐ろしさ…。
天然の鰻、'鮎、川蛯と今では貴重となった川の幸が
小学生であった私にも容易に捕ることができた。夏
休みに入ると毎日のように多くの子供達が泳ぎに来
るこの川も、一度台風に見舞われると誰も近付けな
い。四国南予地方は日本でも屈指の台風銀座なので
ある。“平凡なのに、不思議な「川のある光景の町」
を見た。～中略～どこでも見られる「川のある町」
が私たちの心を動かすのは、やはり生き生きした川
である。岩松川でのバロメーターは、海からのぼる
シロウオのようだった。…"(平成6年12月4日付朝
日新聞日曜版より抜粋)
岩松川の河川敷き沿いに一件の旅館がある。前述
した小説家獅子文六に所縁の深い大畑旅館である。
同旅館はかつて醤油造りの商家であったときから汲
み上げている名水を飲用から料理用にまで使ってお
り、当地方お進め宿の一つである。
島津町は大阪から行くには不便である。飛行機と
列車を乗り継いでも約6時間、新幹線と在来線の組
合わせでは約7時間程かかる。作家の椎名誠氏は宇
和海に浮かぶ離島“鹿島"を沖縄より遠い辺鄙な島
と言っていた。
足摺岬、四万十川方面に旅行される機会があれば、
是非立ち寄って戴くようお勧めしたいものである。
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先日、渉外広報委員長の小川先生から故郷につい
て何にか書けとの依頼がありましたので、私の生れ
育った所が私の人間性の形成に強い影響を与えてい
ると思われ、これを紹介するのも私を知ってもらう
上で、良い機会だと思い、筆無精にもかかわらず、
これを引き受けました。
私の故郷は、福岡県北東部で九州の玄関と云われ
る北九州市の西部にある八幡西区の西端部であり、
ここは、海岸線と平行に走る筑紫山脈が奥へ大きく
切れこむ平野部に当り、この中央部を大河川である
遠賀川が雄大に南から北に流れて玄海灘に注ぎこむ
所でもあります。地名を北九州市八幡西区陣原とい
い、この地方一帯は、以前、黒田藩の穀倉地帯であ
った所、明治時代に官営八幡製鉄所が設立されて、
これを中心とした旧八幡市東部の工場が、そのエネ
ルギー源として、筑豊地方に石炭産業が起りこれら
の両産業の接点に位置する。
昔から、遠賀川流域一帯には川筋気質と云われる特
別の気質、風土があった様子でこれを現わすものと
して、陣原は陣の原らっぱを意味し、村の神社を旗
頭神社という。それは、この地が黒田藩と細川藩の
藩境であったため両藩の戦さの先頭に我々祖先が立
たされたことから、このような地名と神社が出来た
という。一方時代が下って、筑豊炭田が栄えたころ
石炭を工業地帯へ運、翁水運として遠賀川を利用した
石炭人足達に、この気質が受け継がれた様子は、小
説として、「花の竜」や「青春の門」で全国に知ら
れるようになりました。
川筋気質は、気性が荒く、負けん気が強い。それ
でいて、照れ屋で、出しゃばることを嫌う。私の卒
業した福岡県で県立としては一番目に創立された東
筑高校は、この川筋気質の川筋者の集まりで地元で
は、質実剛健で文武両道に秀れているとして評判で
ある私の在校時には、日大の相撲部のキャプテンを
数人が経験し、又、最近では、早大のラグビー部のズ
レギュラーの後輩もいる。有名人としては、プロ野
球の仰木監督、俳優の高倉健も先輩で川筋者の侠気
おとてぎ)を演じている。
この川筋気質は、私の中にもあり、誇れる部分だ
と密かに思っています。子供の頃、侠気のムードの
中で育ち、強い者や、困難な事に向かっていく気持
は今でも強く持っています。このような気質を鑑定
評価活動の実践に生かしたいと、故郷の山川を思い
出しながら考える今日今頃です。

〆
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H.ヤスモト氏とアメリカ鑑定界
一
出口田
浅
湯
昨年11月に寸暇を得たので、ロサンゼルスを訪問し、カリフォルニア在住のH.ヤスモト氏に色々と教えて
頂いたり見聞したことを御報告してみたい。
ヤスモト氏は日系2世で62才、小生とは29年前の昭和40年に南カリフォルニア大学での鑑定協会の鑑定研修
コースで机を並べ勉強した同級生である。その後2人共修了試験に合格し、小生はSRAとなり、彼はMAIの
資格を持ち、金融機関のVICE-PRESIDENTとして活躍するかたわら、鑑定評価関連で博士号を得ている篤
学の士である。その後も色々と交流があり、4年前のソウルでの汎太平洋鑑定会議の帰路訪日され、小生と京
都での1日をもったこともあり、日本の鑑定協会の国際地価調査でも、長年にわたりロサンゼルス、サンフラ
ンシスコについての調査報告をお願いしている間柄である。
.鑑定協会の動向

アメリカでの2大鑑定協会であるAmericanInstituteofRealEstateAppraisers(AIREA)とSocietyof
RealEstateAppraisers(SREA)が1991年に合併してAppraisalInstitute(AI)を結成し、1967年以来
SREAの会員であった小生も自動的にAIの会員となった。
前身のAIREA、SREAの両協会は60年の歴史を持ち、その会員資格は有名なMAI、SRA他権威あるものと
されており合併後の会員数、約16,000名であり、その他ASA等の古い歴史の協会もあったが、連邦政府のFi-
1ancialInstitutionsReform,RecoveryActof1989のTitleXIにより各州での不動産鑑定法規制が実施され

た結果、各州の試験等を経て、全米で約80,000人の有資格者がうまれてきている。同時に、新進の鑑定協会が
その活動を活発化してきており、たとえば、NationalAssociationofRealEstateAppraisers等の活動が注
目されてもいる。協会の真価が問われるのは今後ではなかろうか。
2.鑑定評価統一基準の設定とその順守
987年にそれまでのアメリカの主要な8つの鑑定関係の協会(AIREA、SREA、ASA等)によってTheAp-
praisalFoundation(AF)が結成された。その内部組織であるTheAppraisalStandardsBoard(ASB〉に
よってUniformStandardsofProfessionalAppraisalPractice(USPAP)「鑑定評価統一基準」が1987年7
月1日にはじめて制定され、その後、各州における鑑定人の資格試験での必須要件となっており、また鑑定人
にはその順守が法的にも要請されている。内容的には日本の鑑定評価基準の総論的なところを多く含み、また、
時代の進展に沿うべく毎年といってもよいほど頻繁に改訂、補充が行われている。
3.鑑定界とコンピュータ
鑑定界の一大関心事としてはコンピュータによるデータ処理関連がある。
AppraisalInstituteElectronicsDataInterchange(EDI)での鑑定の基準作りが進められている。早く詳
報が知りたいものである。
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一方、AmericanSocietyofAppraisers(ASA)では、会員及び一般に対してのコンピュータ.サービス
としてAppraisalProfessionOnline(APO)を構築した。これはいわゆるパソコン通信のネットワ一夕であ
り、全米各地よりオンピュータ.モデムにより電話回線でアクセスでき、鑑定関係の情報の交換、収集の便宜
に大きく役立っており、更に、有名な世界規模のインターネットにもつながっている。また、ASAはNational
PropertyDataService(NPDS)の動向に注意を払っている。
これらの動きは、一つには、コンピュータ利用によるデータ交換と収集の効率化を計るためのものであり、
今一つは、コンピュータ利用によるデータ処理による評価と人間による鑑定評価の微妙な関連についてのもの
であり、日本の鑑定界においても早急に考慮しなければならない重要課題である。
4.ロス市ダウンタウンの空洞化
今回、小生と彼が参加した往時の鑑定協会の鑑定研修コースが開催された南カリフォルニア大学のキャンパ
スをはじめとして色々な所へ案内されたが、目に余ったのがロス市ダウンタウンの空洞化である。29年前には
昼尚、ネオンがまたたき、土地つ子やお上りさんの雑踏で賑わっていたダウンタウンの町並みが、さびれ果て
てベニア板貼りの「CLOSED」「FORRENT」ばかりが目立つゴーストタウン化してしまっており、今浦島
の感慨におそわれた。元々、ロサンゼルスには地下鉄がないので郊外の発達も当然といわれたが、その地下鉄
が2路線近年開通したが、近代的な設備ではあるものの、改札もなく駅構内無人でラッシュ時以外は閑散とし!
ていた。
有名なリトル東京もその例に漏れず、10数年前のホテルニューオータニ等の再開発はあったものの、1988年
から進められていた全米日系人博物館の新パビリオン等を含む「ファーストストリート.ノース.プロジェク
ト」の中止の決定があり、今後のダウンタウンの進路を暗示しているようでもあった。
5.アメリカでの不動産価格崩壊とその影響
日本の朝日新聞11月20日号にも取上げられていたが、日本企業の対米不動産投資は85年から93年までの9年
間で700億ドル(約7兆円)を超えたが、現在苦境にあると報じられている。
現地発行の新聞によれば、1993年の日本よりの不動産投資は全米で7.1億ドルで、過去最高であった1988年
の165.4億ドルの僅か4%に過ぎないとのことである。そして、日本でのバルブ崩壊の後始末として、損失覚
悟で在米不動産の清算を計る向きもあり、具体的事例として、第一生命関連会社がロサンゼルスのダウンタウ
ンの42階建AT TCENTERの1/2の権利を約4200万ドルで売却したが、1980年代に購入した価格は7500万ド
ル前後と見られている。
また、第一勧銀ロサンゼルス支店はカリフォルニア州グレンデール所在の複合商業施設等簿価約4700万ドノレ
の不動産を半額以下の2200万ドルで売却した事例も報道されていた。
現在、日本のアメリカ不動産投資は、そのほとんどが、アメリカでの不動産価格低落と、円高ドル安の2重
苦を背負っており、上記の他に円ベースでは更に損失が上乗せされることになり、今回のバブルの清算がかな
りの負担を要することを今更ながら痛感した。
写真は南カリフォルニア大学でヤスモト氏と小生)
“.
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'
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委員会報告
総務委員会
良
一
睾
ヒ旨
ム月一
大阪部会では年2回春と秋に健康診断を行ってい
ますがより詳しい健康診断をするために人間ドック
を利用するというのも健康管理の一つの方法かと思
います。
主な人間ドック実施機関として以下の施設があり
ます。検査項目及び費用はそれぞれ実施機関により
多少差があるようです。詳細については、直接ご確
認下さい。
人間ドック実施機関

  検診機関名及び場所費用等備考
  中村クリニック!日45,000ニューオオタ二大阪

  大阪市中央区城見1丁目ニューオオタニ大阪4F1泊2日70,000
  06-949-0305

  帝塚山病院1日42,000病院内で宿泊
  大阪市阿倍野区帝塚山1-12-111泊2日74,000

  06-651-4331
  南大阪総合検診センター1日43,DOO同上

  大阪市住之江区東加賀屋2-11-181泊2日62,000
  06-682-3291

  巽病院1日41,000
  池田市天神1-5-221泊2日61,000

  0727-62-8024
  高槻病院1日40,000病院内で宿泊

  高槻市石曽部町1-3-131泊2日62,000
  0726-81-3801

  青樹会病院1日38,000同上
  寝屋川市緑町47-71泊2日55,000

  0720-33-8810
  愛成クリニック1日42,000同上

  枚方市山之上西町32-151泊2日78,000
  0720-45-0888

  ベルランド総合病院1日38,000同上
  堺市東山500-31泊2日62,000

  0722-34-2001
  大阪府済生会中津病院1日48,000同上

  大阪市北区芝田2-10-391泊2日68,000
  06-372-0333

  千里ライフサイエンス検診センター1泊2日20,000千里阪急ホテル
  豊中市新千里東町1-4-2

  06-873-221!
  医療法人聖樹会総合検診センター1日45,000南海サウスタワーホテル

  大阪市天王寺区東高津町7-111泊2日70,000
  大阪府教育会館5F

  06-761-2200
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  検診機関名及び場所費用等備考

  医療法人育和会記念病院大阪市生野区巽北3-20-2906-758-80001日35,0001泊2日70,000都ホテル大阪
  特定医療法人協和会総合加納病院大阪市北区天神橋7-5-2606-361-53811日41,0001泊2日64,000国際ホテル、ホテルプラザ他

  特定医療法人きっこう会多根クリニック大阪市港区弁天1-2オーク2002番街6FO6-577ヨ8811日45,0001泊2日65,000ロイヤルホテル三井アーバンホテルベイタワー
  医療法人生長会ベルクリニック堺市戎島町4丁45-10722-24-17171日44,0001泊2日66,000リーガロイヤルホテル堺

  医療法人寿楽会大野クリニック大阪市中央区難波4-2-1難波御堂筋ビル10FO6-645-17801日44,0001泊2日66,000南海サウスタワーホテル
  医療法人松本快生会西奈良中央病院奈良市百楽園5-2-60742-43-33331日45,0001泊2日85,0002泊3日180,000健康管理センター

  医療法人森本記念検診クリニック東大阪市横枕東250729-66-88111日43,0001泊2日68,000健康管理センター

/『
業務委員会
高取
清
指導研修委員会
彦
富
石
臼
.裁判所指名鑑定人名簿登録の申込みは154名の

申込みがあり、現在名簿作成中です。
2.新しく申込まれた18名の方については2月23日
休)午後1時半から講習会を大阪部会事務局にて行
いますので必ず御参加下さい。
講師貝原寿一氏
調査研究委員会
足立良夫
総勢19名の委員を定期借地権小委員会、不動産証
券化小委員会の2っに分けて、活動しています。
平成6年12月には甲南大学法学部教授松井宏興先生
をお招きして法学的見地から見た定期借地権につい
て御講義を拝聴しました。今年2月21日には近畿会
法務鑑定委員会と大阪部会指導研修委員会と協賛で、
不動産シンジケーション協議会専務理事佐藤一雄氏
による不動産特定共同事業法についての研修会を開
催します。なお当委員会活動にご興味のある会員は
今からでも委員会に御参加下さい。お待ちしていま
す。
調査研究委員会と共同で「不動産特定事業法」に
ついての研修会開催のはこびとなった。
日時二平成7年2月21日(火曜日)
4:00～16:00

場所:大阪倶楽部4F会議場
内容:不動産特定事業法の解説と鑑定実務の関
連について鑑定実務に対応する内容を特に重視する。
個々の共同事業案件につき①投資リスクについて
共同投資家への事前の十分な説明、②収支・財務の
状況についての共同投資家へのタイムリーな説明及
び③資産価値についての共同投資家への定期的な報
告は不可欠的に重要であると考えられる。専門職業
家として社会的責任を果したいと思うが、特に③の
資産価値の報告については不動産鑑定士固有の業務
であり、積極的に機能発揮すべき社会的責務がある
と考える。講師に、不動産シンジケーション協議会
理事長兼事務局長、佐藤一雄氏を迎え研修する。
資料委員会
鈴木信治
先日、事例の交換を避ける様、資料委員会からお
願い致しましたが、根本的解決として次の三つの点
につき検討中です。
.より有益な資料及び図書の充実

2.事例資料の利用・取扱いについて
①事例カード作成要領
②関覧規程の再確認
3.会員に対する資料提供サービスについて
皆様のお知恵拝借!!
渉外広報委員会
小川哲男
/1.「鑑定おおさか」の刊行

発行が期末にまでずれこんでしまいましたが、
冊子のサイズも時代の流れに合せてA4版に変更し、
会員に読まれる会報を目ざし、内容を大幅に変え
ました。
2.「不動産無料相談会」の実施
来る4月7日團10:00～16:00大阪中之島公
会堂で例年どおり土地月間の不動産無料相談会を
実施いたします。
3.関西不動産関連団体協議会への参加
土地税制を中心とした土地対策の勉強を行って
います。
親睦委員会
八杉茂樹
昨年11月12日(土)、神戸の須磨で14人が参加して魚
つり大会が行われた。当日の海面はおだやかで天候
も絶好。しかし、肝心の潮の流れが最悪で全員悪戦
苦闘。優勝はアイスボックスも持たずに参加して23
cmの川ハギをつり上げた無欲(?)の佃順太会員、
2位は最多釣果6匹(!)の菊田育三会員、ラッキー
賞は4種類の魚をつった若崎周会員。ボウズの会員
もいて、クソー、次回こそはの思いや大…。
国際委員会
山本
誠
国際委員会は現在月1回のペースで委員会活動を
行っております。活動内容は以下のとおりです。
21
.各国の不動産及び鑑定事情

2.海外リゾート地の比較
3.英会話
の「各国の不動産及び鑑定事情」については、

現在のところ、中国、アメリカ、ドイツ、インド、オ
ーストラワアがテーマとなっており、担当者が2～
3月に一度の割合で調べたことを発表しています。
また、海外ネットワークも充実させ、皆さまに来年
3月までには、興味深いレポートをお届けしたいと
思っております。
2の「海外リゾート地の比較」は難波先生担当で、
これも来年3月までには興味深い資料等ができそう
です。
3の英会話は本年4月より初級コースと普通コー
スの2コースに分けて実施する予定ですので、ご参
加される意志のある方は部会事務局にファックスで
申し込んで下さい。
地球上には5000言語ほどあると言われていますが、
第一、第二外国語として英語は約90%の国で採用さ
れています。少しでも現地の人と話をしてコミュニ
ケーションを持っていただくためにも、どうぞ奮っ
てご参加下さい。
以上
公的土地評価特別
委員会
江里口智和
平成9年1月1日時点の固定資産の標準宅地の鑑
定評価を中心とする全体説明会は平成6年12月20日、
無事終了致しました。
今後、固定資産の標準宅地の鑑定評価にかかる希
望者名簿の提出、各幹事のお願い等実施体制造りが
急速に進むものと思われます。
なお発注者及び指名はあくまでも各市町村であり
ます。したがって大阪部会として出来ることには自
と限度があることになります。
以上制約を受けてはいるものの当委員会は出来る
限りの努力をしておりますし、また部会対応で取組
む以上失敗は許されません。
当委員会は今後引き続き努力致しますが、各委員
の従前以上の御理解、積極的な御協力をいただきま
すよう重ねてお願い致します。



●編集後記●
米
一
ここに「鑑定おおさか」第10号をお届
けします。
今回は、当委員会のメンバーの入れ替
えに伴い、旧来からのシリーズものから
離れ、また近年大阪湾岸を取りまく地域
においては日々変貌をとげ、新名所も生
まれつつあることから当委員会も地域の
発展、変化に乗り遅れないよう新企画を
編集しました。
表紙写真を提供して下さった伊藤会員
渉外広報委員会
委員長小
委員足
委員青
を始め、御寄稿下さった会員の方々に厚
く御礼申し上げますとともに今後とも、
皆様方の御希望、御要望にそえるように
企画内容の充実を図る所存ですのでよろ
しくお願い申し上げます。
なお、この度の阪神大震災により、被
災されました皆様に謹んでお見舞い申し
上げますとともに、一日も早く復旧され
ますことを心からお祈り申し上げます。
男夫敦
哲良
川立木
夫彦志
隆
津晴忠
柳井川
小笠北
ロ目ハロ目ハロ目ハ
委委委
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