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本格的な春となっていてもおかしくないこの時期ですが、朝夕の空気はまだ冬を残し、上に羽織る
ものがまだ手放せない昨今の気候です。先月は、連日ニュースで取り上げられていたように、山陰か
ら北陸、東北にかけて甚大な大雪被害が出ました。特に鳥取県の交通マヒは顕著で地元の方々は生活
に大変苦労されたことと思います。私たちの住む九州では、雪は年に数回降るか降らないかですが、
この度の寒波は北部九州でも降雪や路面凍結などを起こしました。冬に慣れない九州のドライバー
にとってはひと苦労です。しかし、もう三月、花暦も梅から桜へと切り替わります。桜だけではありま
せん。菜の花、すみれ、チューリップなど、種類を挙げればきりがないほど花づくしの季節を迎えま
す。一日も早く陽春を満喫したいものです。
わが国の不動産事情は少子高齢化、人口減の予想、地方の過疎化などから空き家問題がクローズアッ
プされています。空室対策として「民泊」推進の動きもありますが、不動産業、ホテル・旅館業などの
既存事業者と民泊事業者の間には制度をめぐって大きな軋轢があります。共同住宅で違法に民泊営
業を行い、他の居住者や所有者、管理会社などとトラブルになった事例も数多く聞かれます。不特定
多数の人の出入りに住民が不安を覚えたなどが理由です。汚損・破損、喧騒などのリスク、火災等の
事故リスクなども挙げられています。一方、観光立国、インバウンド効果を目指すならば、外国人観光
客の宿泊施設の拡充は絶対必要です。民泊もその有効な手段といえるでしょう。2020 年にオリン
ピックを控える東京、地方都市における宿泊施設の不足状況があります。民泊については、今後、法律
の整備はもちろん、コミュニティとの協調体制確立などが必要です。
その他の空室対策として、既存建物をリフォーム、リニューアルなどで再利用する動きも各地で活発
になっています。これまで繰り返してきた「スクラップ・アンド・ビルド」の発想ではなく、永続する
建物を所有・利用するという考え方です。ヨーロッパなどでは昔からこの手法が定着しています。
地方の空き家問題は、所有者不在のような建物の維持管理責任をどうするか、崩落・倒壊などの危険
をいかに回避するかなど、法律も整備され地方自治体ではケースバイケースで対応中のようです。
何れにしても、そこに 人 がいないからこのような問題が起こるわけで、魅力ある
地域を作り 人 を集めていかなければ地方の過疎化は止まらないように思
います。いわれてから久しい「地方の時代」
「地方創生」のお題目はありま
すが、具体的施策が伴っていないことに尽きます。 人 を集め、地
方定住を安定化するためには経済的サポート（企業・働ける場
所）、福利面のサポート（教育・病院・福利施設）などが欠か
せません。老若バランスを整えることも必要でしょう。
この春に卒業、入学、就職、転勤など、人生の変化や転
機を迎えられる方も多いことでしょう。私たちが社
会に貢献し、活躍できるフィールドは不動産です。
この不動産を通じて、皆様に役立つサービスは何
かと常に考えています。住み替え需要が活発化
する今、情報を的確に捉え、より良いサービスを
提供できるよう努めたいと思います。

親の家をリフォームする時は要注意
親の高齢に伴い介護が必要になったために、子供が親の家に
戻り同居するケースが増えています。
同居にあたり、浴室や台所などを改修したり、場合によっては二
世帯仕様にするため新しく部屋を増築したりすることもあるの
ではないでしょうか。
親名義の家に親が資金を出して増改築する分には問題がないの
ですが、親が年金生活者で収入もないから、親孝行のつもりで子
供が自分の預金から出金したり、子供が銀行から借入をして親
の家を増改築してしまうと贈与税が課税されてしまうことがあ
るので注意が必要です。

1

不動産の「付合」とは

そもそも「不動産の付合」とは何でしょうか。
民法 242 条に「不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」といった
規定があり、
「不動産の付合」といわれています。
わかりやすくいうと、親の家になされた増改築は、たとえ子供が資金を出しても親の所有物として取
り扱われるということです。

2

どうして贈与税がかかるのか

「不動産の付合」により、増改築した部分は親の所有物になるので、税務署は、増改築した分の資金相当
額を親が子供から贈与を受けて、親自身が増改築をしたとみなすからです。
たとえば、増改築資金が 1,000 万円だとすると、下記の式で算出した贈与税がかかります。
基礎控除
※
（ 1 , 0 0 0 万 円 − 1 1 0 万 円 ）× 4 0 ％ − 1 2 5 万 円 ＝ 2 3 1 万 円
※子供から親への贈与ですから「特例贈与（直系尊属から 20 歳以上の子や孫に対する贈与）」ではな
く、
「一般贈与」に該当してしまいます。
参考までに、工事代金ごとの贈与税と税負担率は次のとおりです。
表）増改築資金別の贈与税・税負担率（一部抜粋）
増改築費用（①）

贈与税（一般贈与）(②)

税負担率（②／①）

400 万円

33.5 万円

8.4％

600 万円

82 万円

13.7％

800 万円

151 万円

18.9％

1,000 万円

231 万円

23.1％

3

贈与税がかからないようにするためには

親の家を子供の資金で増改築することはできないのでしょうか。
最近よくあるケースのためか、国税庁ＨＰのタックスアンサー「NO.4557 親名義の建物に子供が増
築したとき」という質疑応答に贈与税を回避する方法を掲載しています。
該当箇所を抜粋します。
「・・・親が対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたもの
として贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有と
すれば、贈与税は課税されません。」
国税庁ＨＰには、具体的な方法は記載されていませんが、実務的には下記の方法がとられることが多
いようです。
リフォーム後に、建物の所有持分を増改築資金相当額の持
分だけ子供名義に「代物弁済」を登記原因として持分の移転
登記をします。
「代物弁済」とはどういうことかというと、親に増改築資金
を貸付し、貸付金の弁済をお金ではなく建物の持分（代物）
で弁済してもらったと考える、登記の一つの手法です。
仮に、元の親の家の評価額が 200 万円で、子供が 800 万円の増改築をしたら移転する持分は次のよ
うに計算されます。
移転持分
元の評価額
増改築資金
増改築資金
8 0 0 万 円 ／（ 8 0 0 万 円 ＋ 2 0 0 万 円 ）＝ 8 ／ 1 0

7

結果的に、8/10 の持分が子供名義、2/10 の持分が親名義の共有になります。
上記以外にもいろんなやり方が考えられます。
また、親の相続対策が必要な場合は、親の資金でリフォームした方が節税になることもあるので、近い
将来、親の家をリフォームして同居しようという計画がおありでしたら、移転費用も生じますので、事
前に税理士、司法書士、土地家屋調査士など専門家によく相談して実行するようにしてください。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にセイワ地
研までお問い合わせ下さい。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

バリアフリー住宅

バリアフリーという言葉自体は、1970 年代頃に日
本に紹介され、少しずつ取り組みが始まり、法律も作
られました。
国や市町村の様々な取組みのおかげで、今やバリア
フリーと聞き、『何のこと？』と思う人はほぼいない
と思います。
空港などの大きな施設では、トイレや通路などがバ
リアフリーにされてあります。私たちが暮らす身近
な場所にも、注意してみればあちこちに同じような
工夫があることに気づくでしょう。では、住宅ではど
んなバリアフリーがあげられるでしょうか。

段差をなくす
敷居や各部屋の出入口の段差をなくすことでつまずきの原因をなくしましょう。
また、
玄関の上がり框
（かまち）
や浴室の高さも低くすることで生活がしやすくなります。

手すりをつける
玄関・廊下・トイレ・浴室・階段などに手すりをつける事でバランスを崩した
とき、
移動や動作の際に補助となります。
体に合った高さに設置しましょう。

出入口や通路はゆったりとした幅を
車椅子を利用した場合や、介護の際を考えて広めの出入口や通路に
すれば安心です。

滑り止めをつける
階段や浴室など、滑って転倒する可能性がある場所に
は滑り止めをつけましょう。

扉は引き戸がベター
開閉しやすく、車椅子の際には動かずに利用できます。

使いやすいデザインを選ぶ
ドアハンドルや水栓器具、スイッチなどは握力がなくなったり、視力が悪く
なったりしても使いやすいものを選びましょう。
他にもまだまだバリアフリーに気を付ける箇所はありますが、リフォームをしなくても補助器具
などを利用することで生活しやすい環境に整えることが出来ます。住宅を選ぶ際の参考にしてみ
てください。

豆知識

ユニバーサルデザイン

バリアフリーはお年寄りや障害のある方など特定の方の為にもともとあるバリア（障壁）をフ
リー（除去する）にすることですが、最近では個人差や国籍等すべての人が使いやすいユニバーサ
ルデザインの製品が増えてきています。
具体的な個人差を上げると、身長の高低、右利き左利き、男女の差などが上げられます。
どのようなものがユニバーサルデザインかというと、交通施設や商業施設などで目にする案内の
絵文字（ピクトグラム）、音響・待ち時間表示の信号機などがあります。また、出入りのし易い自動
ドア、文字を大きく設定できる携帯電話などもユニバーサルデザインの考え方が取り入れられて
います。
こう考えてみると、私たちの周りには生活しやすいようにと、たくさんの工夫を施されたものに
囲まれて生活しているのですね。

健康
花粉症について

花粉症
の症状

鼻水・
鼻づまり

花粉症の主な症状としては、鼻づまり、透明のさらっとし
た鼻水、連発するくしゃみ、目のかゆみ等が挙げられます。
重症化すると、皮膚のかゆみや頭痛など体調にも影響を及
ぼすようです。
鼻水、鼻づまりは、鼻の粘膜についた花粉を除こうとして起こる免疫反応によって起こ
る症状です。鼻水は風邪のときのように色があり粘り気のあるものではなく、透明でさ
らっとしているのが特徴です。鼻づまりは、他の症状より後から出るのが特徴で、鼻の
粘膜が腫れ、鼻の通り道が狭くなることで起こります。

花粉大量飛散！？このような日には要注意！！

1

晴れまたは曇り

2

3

気温が高く湿度が低い

やや強い南風が吹いたあと
北風に変化したとき

4

前日が雨

以上から、
前日雨が降った後の、気温が高く空気がカラっとした快晴の日が要注意日となります。

花粉症対策〜セルフケア〜

食生活

習慣

アレルギー症状を軽くするためには、規則正し

外から帰ってきたら、うがい・手洗いを習慣付

い食生活が重要です。お酒やお菓子は控え、体

けましょう！また、洋服にも花粉が付着してい

に優しい野菜をたくさん摂り、栄養バランスの

ます。ツルツルとした素材の服を選ぶ等花粉を

良い食事を心掛けましょう。

寄せ付けない習慣を心掛けましょう。

外出時は完全防備
花粉が顔に触れないよう、帽子やマスクを着用、
目にはサングラスやメガネを掛けると効果的です
。室内では空気清浄機をかけると花粉の飛散予防
になります。花粉のないきれいな空気の中で快適
に過ごしましょう。

参考サイト

目がかゆくて我慢できないときは？
冷たいタオルでかゆみを抑えましょう。
花粉症の時期は決まって目がかゆくなる方も多く
いらっしゃると思います。
かゆいからといって思い切りかいてしまうのは良
くない、と思いながらもかいてしまう…。という
ループに陥ってしまうことも。そんなときは、冷た
いタオルを目に乗せて冷やしてみてください。か
ゆみで熱をもった目にひんやりとタオルをあてる
ことで、かゆみが少し和らぐそうです。

http://www.kyowa-kirin.co.jp/kahun/measure/basic.html

http://www.ssp.co.jp/alesion/hayfever/symptom/

セイワボイス
アジアのリーダー都市へ

FUKUOKA

NE X T
NE

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE
営業部 : 一針 正太郎

福岡市が、平成 24 年 12 月に
「福岡市総合計画」
を策定し、
アジアのリーダー都市をめざして次のステー
ジへ飛躍させるチャレンジ目標です。
「福岡市総合計画」のうち、３０のテーマについて
「未来のイメージ」
と，そこに向かうための「福岡市の取
組み」をわかりやすくまとめられた「FUKUOKA NEXT BOOK」が作成されています。
今回はその中からウォーターフロント NEXTを紹介させて頂きます。
福岡市は天神と博多の２拠点が両極となり発展してきましたが、福岡市はウォーターフロント地区を第３
の拠点として位置づけ開発に取り組まれています。

ウォーターフロントNEXT
博多港には荒津地区、須崎ふ頭、博多ふ頭（ベイサイドプレイス博多）、中央ふ頭（マリンメッセ・国際ター
ミナル）、東浜ふ頭、箱崎ふ頭、香椎パークポート、
アイランドシティの８個所あります。
その中でウォーターフロント計画に対象になっているのは、博多ふ頭（ベイサイドプレイス博多）、中央ふ
頭（マリンメッセ、国際ターミナル）
です。
天神・渡辺通地区、博多駅周辺地区に並ぶ、賑わいある都心の新たな拠点として、市民をはじめ、世界中か
らさまざまな人をひきつけ、
アジアの活力を取り込み、
アジアの中で存在感のある、
ウォーターフロント地
区を誕生させる計画です。
まちづくりの基本方針は、MICE機能等の強化、ゲートウェイ機能等の強化、賑わい機能等の強化です。

１．MICE（マイス）の集積（国際会議開催件数

全国２位）

MICE は 企 業 等 の 会 議（Meeting）、企 業 等 の 行 う 研 修 旅 行（Incentive Travel）、国 際 会 議
（Convention）、展示会・見本市、
イベント
（Exhibition/Event）の頭文字です。
先行施設としてマリンメッセの駐車場に第２期展示場が平成３２年度完成予定です。

２．
アジアの海のゲートウェイ
（クルーズ船の寄港数

全国１位)

大型クルーズ船の２隻同時着岸を可能とする岸壁を整備し、国際フェリーやクルーズ船等に対応した
多目的に利用できるゲートウェイ機能です。

３．海辺を楽しめる賑わいと憩いの空間
横浜、神戸、シンガポール、シドニーをイメージにしたエリア全体が一体感のある都市が形成されま
す。大博通りから海に抜ける見通しを確保することにより海とまちを繋ぐ回遊空間が創出されます。
ウォーターフロント構想の目標年次は２０〜３０年後とまだまだ先の話しですが、先述の第２期展示場、
また天神・博多とウォーターフロント地区の３拠点を連携させる交通システムの連節バス（バス２台を連
結させた長さ１８ｍ定員１３３名）が試行運転中であり、
ウォーターフロントづくりは着実に始動してい
ます。

情報 HEAD LINE
★2017 年度の福岡市予算案発表

8328 億円

福岡市

福岡市は 2 月 14 日、2017 年度の一般会計予算案を発表した。当初予算額 8328 億円は４
年連続となり過去最大。16 年度当初予算額 7845 億円に比べ 6.2% 増と大きく伸びた。
「生活
の質の向上」に力点を置き、2000 人分の保育所整備助成（過去最大）や 子育て世代包括支援
センター の各区役所への新設、不登校生徒に対する専任教員の配置などを織り込んでいる。
「都市の成長」分野では、旧大名小跡地に創業・スタートアップ支援施設を集約し、運営・強化
を図る。

★16 年不動産融資、最高に

日本銀行

2 月 9 日、日銀が発表した金融機関の「貸出先別貸出金」によると、2016 年の不動産融資は
前年を上回る 12 兆 2806 億円（対前年比 15.2% 増）だった。統計を遡ると 1977 年以降で
最高となった。不動産向けの貸出残高は昨年 12 月末現在で 70 兆 3592 億円と 70 年 3 月以
降で最高だ。これは総貸出額の 15% を不動産が占めることとなる。不動産価格の上昇、不動産
投資信託（REIT）向け融資の増加、節税目的のアパート建築の隆盛、個人の住宅ローン増加、投
資用マンションの融資増加などが影響した。金融庁や日銀は「バブル」の再現とならないように
警戒レベルを深めている。

★マンションの戸単位リノベが好調

東急リバブル

東急リバブルが昨年 7 月から始めているマンションの戸単位リノベーションブランド「リ
ディアス」が好調という。同社では、3 月までに売り出すリディアスが 100 戸にのぼる見込み。
フルリニューアル物件が対象。専門のインスペクション会社による施工前点検・検査から設備・
仕上げのオールリニューアル、工事完了後の点検・検査、引き渡し後 2 年間のアフターサービ
ス保証まで行う。同社の安心基準を満たしたリノベマンションに「リディアス」ブランドを付与
する。ブランドの付加価値向上のため、室内の仕様も販売価格や立地、想定される顧客層に合わ
せて 3 段階のグレードと 3 種類のカラースキームを用意している。対象エリアは、東京・城
南エリアから始めて、現在では城東から千葉まで引き合いがあるとのこと。今後首都圏でもエ
リアを広げると共に、関西でも始めたいとしている。
また、有力分譲マンション販売会社も 1 棟リノベーション事業や戸単位リノベーション事業
を強化している。

★福岡オフィスビルの賃料改定、17.9%

三鬼商事

オフィス仲介大手の三鬼商事は、全国主要 7 都市におけるオフィスビルの賃料改定状況に
関する調査を行い、その結果を発表した。それによると、1 年以内に入居者に対して賃料改定を
行ったかどうかとの設問について、福岡市のオフィス事業者の 17.9% が「実施した」と回答し
た。全国で 3 番目に低い結果だった。改定実施の割合が高かったのは順番に、1 位東京
39.0%、以下、横浜、仙台と続き何れも 30% 超えだ。調査は 16 年 10 月から 12 月にかけて
行ったもの。福岡は 12 月末時点で空室率が 4.26% と全国で 3 番目に低かったものの、賃料
への反映は少なかった。今後の改定予定として、福岡は「予定している」との回答が 11.3% と
高い意向を示した。

