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新緑さわやかな季節です。毎月お届けしているこの
「セイワ通信」も今回で 300 号という節目の号数となりま
した。年間 12 号の発行ですから、期間にすれば 25 年です。参
考までに 25 年間の社会の主な出来事を思いつくまま列記しまし
たが、変化が多く、非常にめまぐるしい時代をくぐってきたように思
います。この間、当社の人の構成もずいぶん変わり、社会・経済の移り
変わりとともに、会社の事業形態にも変化がありました。社是の「誠
心・誠意」という核心は変わっていませんが、・・・。
「セイワ通信」は社内報でもあり、皆様とのコミュニケーションツールでもあり、また情報誌として
も役に立てることができればとの思いから発行してきました。編集部といっても特に独立し、特化し
た専門担当員がいるわけでもなく、それぞれの社員が協力して、折々の話題や出来事、情報を寄せ集
め、文章や写真・イラストなどで表現してまいりました。精一杯やってきたものの、いろんな面で拙
さは覆うべくもありません。ただ、よくも悪しくも、今日まで「セイワ通信」を継続できたことに、自負
心というか満足感はあります。継続できましたのも皆様のおかげです。紙面を借りまして、関係各位
に感謝申し上げます。特に、デザインや編集・企画に多大なるアドバイスや協力をいただきましたア
レム・エージェンシー諸永社長には篤く御礼申し上げます。
多くの町や村がさびれていく中で、福岡は、今もそしてこれからも、発展を続け
るものと思います。博多駅周辺のホテル開発強化、福岡都心部の天神・明治通り
の再開発事業「天神ビッグバン」の推進、中央ふ頭・博多ふ頭といったウォー
ターフロントエリアの整備など、さらに上を目指した都市の進化、集積化が見
込まれます。当社はこれらの動きを見据えながら、皆様とともに住宅や事業
用の店舗・事務所、施設など、関連する不動産事業に携わっていきたいと
思っています。そして「セイワ通信」も微力ながら皆様に情報をこれか
らもお届けしますので、よろしくご支援方お願い申し上げます。
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P1
25年間の主な出来事
1995 年（H7 年）1 月 17 日
阪神淡路大震災
1995 年（H7 年）5 月
西鉄福岡駅南進移動
1995 年（H7 年）7 月
九州自動車道全線開通
1996 年（H8 年）4 月
キャナルシティ博多開業
1997 年（H9 年）3 月
エルガーラ、10 月 福岡三越開業
1997 年（H9 年）4 月
消費税 5% に
1999 年（H11 年）6 月
福岡豪雨災害
2001 年（H13 年）9 月 11 日
米国同時テロ
2003 年（H15 年）3 月
イラク戦争
2005 年（H17 年）3 月 20 日
福岡西方沖地震
2008 年（H20 年）9 月
リーマンショック
2010 年（H22 年）9 月
尖閣諸島、中国漁船衝突事件
2011 年（H23 年）3 月 11 日
東日本大震災と東京電力原発危機
2011 年（H23 年）3 月
ＪＲ博多シティ開業と九州新幹線全線開通
2012 年（H24 年）7 月
福岡都市高速環状線全線開通
2014 年（H26 年）4 月
消費税 8% に
2014 年（H26 年
「爆買い（外国人観光客による大量購入行動）」ブームに
2015 年（H27 年）1 月
相続税の改正（基礎控除額の引き下げ）
2015 年（H27 年）11 月
フランス・パリの新聞社でのＩＳテロ
2016 年（H28 年）1 月
マイナンバー制度スタート
2016 年（H28 年）2 月
日銀マイナス金利導入
2016 年（H28 年）4 月 14 日・16 日 熊本大地震
2016 年（H28 年）8 月・9 月
東日本、北海道豪雨渦
2016 年（H28 年）11 月
福岡市博多駅前の道路陥没
2017 年（H29 年）
北朝鮮のミサイル発射実験続く、国際緊張増大
2017 年（H29 年）
東芝経営危機
2017 年（H29 年）4 月
米国シリア攻撃

1999年（H11年）〜2015年（H27年）の間の流れ
政治は、
「セイワ通信」を始めたころは自民党宮沢政権でしたが、その後、長く続いていた自民党政
権から連立政権へシフトし、また、自民党政権となるも終には下野。政権は野党の民主党（現在の
民進党の前身）へと移りました。そして、期待を集めた民主党も国民から「ノー！」を突き付けら
れ、現在の自民党安倍政権となった経緯があります。
バブル崩壊以降、ずっと長い間「デフレスパイラル」の渦の中で、経済の低迷期が続きました。最近
になってようやく一縷の明るさが見えてきたようにも感じますが、各地で頻発するテロや戦争の
暗い影、各国が主張し始めた自国優先主義、保護貿易主義、わが国においては少子高齢化による生
産・消費の先細りなどが、今後の経済活動を阻害する要因として懸念されます。また、紛争やテロ
などの危険が高まっているエリアの地政学的リスクというものも要注意です。
電子、情報通信機器の発達とそのサービス、ソフトウェアは大きな変革を遂げました。コンピュー
タ、スマートフォン、ゲーム機器などが当時では考えられないくらい、性能が良くなったうえにコ
ンパクト化し、携帯可能なものになりました。今でも生活の中のかなりのウェイトを占めてきて
いますが、今後もどんな進化を遂げていくのか期待大です。
地元のプロ野球球団は、福岡ダイエーホークスから福岡ソフトバンクホークスと球団名は変わり
ながらも、リーグ優勝 7 回（内日本シリーズ優勝 5 回）の記録を打ち立てました
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福博花しるべ 2017
フクオカ

フラワーシップ

FUKUOKA Flowership

イベント協賛

に 協 賛 しました。

7 年前から福岡市が推進している花の街づくりという取り組みをご存知でしょうか？
当社も福岡の街を花で美しくする取り組みに共感し、心ばかりの寄付を致しました。

「福博花しるべ」とは？
平成 17 年にアイランドシティ中央公園で開催された「全国都市緑化ふくおかフェア」をきっかけに天
神エリアを中心にフラワーボックスが多数設置されました。10 年経った現在も様々な方々の協力で
花壇の維持管理が続いています。
そして、平成 23 年の九州新幹線の開通記念イベントとして、この「福博花しるべ」がスタートしまし
た。地域の方や、小学校、企業、ボランティア団体が共働して博多駅から天神、舞鶴公園までを結ぶルー
ト上に花を植え、花の街づくりを進めています。また、4 月の初旬には警固公園やキャナルシティ博多
隣の清流公園で様々なイベントが開かれました。
街に花が溢れることは、観光客の方々の印象を良くするだけでなく、そこで暮らす私たちの心にも
そっと彩りを与えてくれます。
通勤中の信号待ちや待ち合わせで時間がある時などに、花壇に鮮やかな花が咲いているのを目にする
と、季節を感じ、心が穏やかになります。

西通りの花壇の一角に、当社の名前が
記載されているプレートを見て、少し
誇らしく感じました♪

来年以降もこの取り組みは継続して行われるようですので、皆様次回はぜひイベントにも参加してみ
てはいかがでしょうか。

平成 29 年度税制改正のポイント
昨年 12 月 8 日に「平成 29 年度与党税制改正大綱」が公表さ
れましたが、3 月末に法案が国会を通過し 4 月 1 日から施行さ
れました。
皆様も新聞等で改正の概要をご覧になったと思いますが、今年
の税制改正は、安倍政権が掲げる子育てや介護の不安をなくし、
若年層や女性の社会進出を後押しした「一億総活躍社会」を実現
するためとして、個人所得税の改正を目玉にした内容でした。
改正は多岐にわたるので、不動産オーナーの皆様に関係する項
目だけを絞ってご紹介します。

所得税
１．配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
ニュースでは控除対象配偶者の給与収入が 103 万円以下から 150 万円以下に拡大になったことば
1
かり話題となっていましたが、今回の改正のポイントは世帯主の所得によっては、配偶者控除が全く
受けられなくなるか、金額が制限されるところが重要な改正ポイントです。
ポイント1

控除対象配偶者の給与収入が 103 万円以下から 150 万円以下に拡大されます。
配偶者特別控除
（※）
給与収入が 150 万円超から 201 万円以下の範囲で段階的に受けられます。
（※世帯主の所得が 1,000 万円以下の要件あり）
ポイント2

世帯主の所得金額で控除額が3段階に区分されます
世帯主の所得（不動産所得なら賃料収入から必要経費を差し引いた金額）が 900 万円を超えると配偶
者控除の額が制限されるようになりましたので、今後は、配偶者の給与金額だけでなく、世帯主の所得
にも気をつけてください。
なお、不動産事業等で配偶者に専従者給与を支払っている方は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用
は最初から受けられません。
世帯主の
合計所得額

控除対象配偶者
改正前

改正後

老人控除対象配偶者（※）
改正前

改正後

900万円以下

38万円

48万円

900万円超

26万円

32万円

950万円以下
950万円超

38万円

48万円
13万円

16万円

適用なし

適用なし

1,000万円以下
1,000万円超
ポイント3

所得税は平成30年分以後から、住民税は平成31年以後から適用

固定資産税・不動産取得税
１．タワーマンションに係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税が高層階は増税、低層階は
減税となります
固定資産税、都市計画税、不動産取得税の課税標準となるものが「固定資産税評価額」です。
高さが 60 メートルを超えるタワーマンションの「固定資産税評価額」については、中層階を基点とし
て１階上がるごとに 0.26％高く、１階下がるごとに 0.26％低くなるように補正率を用いて評価す
るという改正です。
従来「固定資産税評価額」は、全体の固定資産税評価額を住宅部分の床面積で按分するため 1 ㎡あたり
の単価はどの部屋でも同額になっていましたが、高層マンションの実売価額は、高層階になればなる
ほど高額で売買されているのが実情です。
実情に合わせて改正したということですが、40 階建てマンションの場合、最上階は１階の 1.1 倍ほ
どしかなく、実売価額の差とはまだおおきくかけ離れたままです。
平成 30 年から課税される新築マンションから適用されます。
また、改正前はタワーマンションをつかった相続税対策の規制がかかるのではないかと予想されてい
ましたが、相続税評価額の算出についての改正は行われませんでした。

所得税・法人税
１．特定事業用資産の買換の特例が 3 年延長になりました
ニュース等ではあまり取り上げられてはいませんでしたが、不動産オーナーにとっては「特定事業用
資産の買換の特例」といわれる 9 号買換が、平成 29 年 3 月 31 日で切れるので、延長されるかどうか
気になっていたところでしたが、平成 32 年 3 月 31 日まで 3 年間延長になりました。
「特定事業用資産の買換の特例」とは、個人や法人が譲渡年の 1 月 1 日時点において所有期間が 10
年超の事業（不動産賃貸経営でも可）に供している土地・建物等を売却し、新たに事業用の土地・建物
等を取得した場合は、譲渡益の 80％部分に対応する税金を買換資産を売却した時まで繰り延べる制
度です。
平成 27 年の改正で買換資産の要件が特定施設（事務所、工場、店舗、住宅等）の敷地で 300 ㎡以上
のものと要件が厳しくなったので、使い勝手は悪くなりましたが、よく使われる特例ですので 3 年延
長は朗報です。

税制改正についてご不明な点がございましたら、税務
署または税理士さんにお尋ね下さい。
セイワ地研に問合せいただいても結構です。

（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

健康
快適な睡眠を。

暖かい日がだんだん増え、夜もぐっすり眠りやすくなってきた
……はずなのに、なんだか熟睡できなかったりしっかり寝たのにだ
るさを感じたり。
年齢と共に眠りが浅くなり、寝ていても頻繁に目が覚めて、なかな
か快眠できなくなってきます。今回は毎日の快適な眠りのための豆
知識を少しご紹介します。

体内時計のメカニズムを知る
人間の体内時計は、目が覚め、日光を浴びてから約 15 〜 16 時間で眠気が表れるよ
うにプログラムされています。朝の光が、体内時計をリセットして、タイマーを新たに
スタートさせているのです。朝早く起き、しっかりと朝日を浴びるか、あるいは部屋を
照明で明るくすることが、その晩の快眠につながります。

睡眠のリズムにのって、爽やかな目覚めを
就寝後、最初の 3 時間の大きな眠りの後、90 分毎に浅い眠りの状態がやってきます。
そのリズムに合わせて、睡眠時間をとり、眠りが浅くなるタイミングで起きれば、気持
ち良く目覚めることができます。睡眠時間は 6 時間、あるいは 7.5 時間にするのが良
いといわれています。もし、もっと早く起きなくてはならない場合は、4.5 時間で起き
れば目覚めが良いです。

心と身体をリラックスさせること
寝る前に考えごとをしがちな人は、
「気持ちを切り替える」習慣を取り入れてみるのも
効果的です。
寝室環境を整える工夫も必要です。
「寝室は寝るための場所」と脳に覚えさせることで
スムーズに眠りにつけるようになります。

参照：http://mame-chishiki.net/index.html

セイワボイス

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE

筋膜リリース

営業 1 課：香月 洋子

今年に入り 1 月 4 日に人生初のぎっくり腰を経験しました。特に重いものを持ったりした訳では
なく、ホットプレートを治そうと体をひねった瞬間に痛みを発しました。
年のせいもありますが、自分なりに原因を追及してみました。
普段会社に行く前のルーティーンとして、筋膜リリースとストレッチを毎朝 20 分程行っていたので
すが、会社が年末年始の休みだった期間につい怠っていた事が 1 つの要因ではと考えました。
今回は筋膜リリースにいて少しお話をします。
最近では NHK の『ためしてがってん』や健康カプセル・金スマなど健康を取り上げた TV 番組で紹介
され耳にされた方も多いと思います。
筋膜とは体のすべてを覆っているネット状の繊維です。骨や筋肉、内臓、神経、血管などを覆い体の表
層から深層まで体の隅々まで立体的に支えています。
第二の骨格とも言われているほど、体を支える為に必要なもので重要な働きをしています。
筋膜は伸縮性のあるエスチランと伸縮性のないコラーゲンにより構成されて、85％は水分です。筋膜
の特徴は固くなりやすいという性質があります。筋膜が固まるとしわが出来ます。ねじれると包まれ
ている個々の筋力・内臓の機能が半減してしまいます。
スムーズに動いているはずのこれらが何らかの原因によってねじれ筋膜自体の伸縮性が無くなりコ
リが生じてしまいます。
筋膜は日常のちょっとした行動でもねじれを引きおこす原因にな
ります。たとえばカバンを持つ手や重心をかける足、携帯を持つ手、
髪の分け目、足の組み方などを意識的に左右交互にするだけでも筋
膜のねじれを回避できます。
筋膜リリースの方法もいろいろ TV でも紹介されていますが、私は
テニスボールを使って、足の裏、膝の裏・腰・背中・骨盤あたりに
入れて体のコリをほぐしストレッチをしています。
筋膜リリースは筋膜を押す、伸ばす、軽く摩るなどの刺激を加える
方法でほぐし、血液の循環を良くしたり柔軟性を高め、老廃物を体
の外に排除し関節の稼働域が拡大されるなど、ケガをしにくくな
り・肩こりや腰痛も軽くなり筋肉の代謝が上がるためダイエット
の方にもお勧めです。
普通のストレッチは関節運動により個々の筋肉を引き伸ばす方法
であって筋膜リリースとは別物です。ストレッチは気持ちがいい状
態でやりますが、筋膜リリースは特に筋肉が固まっている状態をほ
ぐしていくのでとても痛いです。私は週に 1 回スポーツクラブで
レッスンを受け 50 分間色々な部位をほぐし緩めています。
パソコンに向かって長く仕事をしたりすることで目から来る肩こりや腰痛に悩まされている方は、試
しに筋膜リリースをして体を緩め体調を整えてみてはいかがですか？

情報 HEAD LINE
★サラリーマンオーナーの投資目標は「7 戸、月収入 36 万円」

日本財託調べ

投資用マンション販売を手掛ける日本財託 ( 東京都新宿区 ) はこのほど、サラリーマンオー
ナーを対象に意識調査を実施した。投資目標に関する意識は、
「所有戸数 7 戸・月収入 36 万円
」に置いていることが分かった。調査は、昨年から不動産投資を始めたサラリーマンオーナー
315 人が対象で、目標とする月額の手取り家賃収入について聞いたところ、平均は 36 万円
だった。中央値は 30 万円だったが、50 万円以上が目標だとする回答も多く見られた。所有戸
数の目標については平均 6.7 戸となった。1 戸当たり 5 万〜 6 万円の家賃収入を見込んでい
るようだ。

★福岡のオフィス需給状況

月刊不動産流通 4 月号掲載記事より

福岡はオフィスの新規供給予定がなく、需給逼迫状況が継続する。大型再開発に伴う立ち退
き需要もさらに増加の見込みで、オフィス床の争奪戦は続き、新規賃料上昇はより顕著になる
もよう。

★戸建てに宅配ボックス、初めて導入

大和ハウス工業

大和ハウス工業は埼玉県越谷市の戸建て分譲住宅地「セキュレアシティ レイクタウン美来
( みく ) の杜」で、戸建て住宅業界で初めて大型メール便対応ポストと宅配ボックスを導入した。
日本郵便、ナスタ、同社の 3 社で協力し、物流課題である再配達の軽減へ向けて行う取り組み。
ポストとボックスは大和ハウスがデザイン提案や商品化に協力し、メーカーのナスタが開発・
製作したもの。最近の宅配事業における商品授受の逼迫対策にもなると思われる。

★一人暮らしの悩み１位に男女差

ライフル (LIFULL) 調べ

ライフル (LIFULL)（東京都千代田区）はこのほど、一人暮らしで「いちばん困ったこと」ラン
キングを発表した。調査期間は今年 2 月 24 日〜 27 日。一人暮らし経験のある男女 502 人
(25 〜 44 歳 ) を対象に、インターネットで行った。ランキングは男女ともに 2 位「貯蓄ができ
ない」、3 位「病気になった時に世話をしてくれる人がいない」と共通。ただし、1 位が異なり、男
性は「部屋が汚くなる」、女性は「害虫を自分で駆除しないといけない」という結果になった。

★賃貸仲介にＶＲ内見システムを導入

東急リバブル

東急リバブルは 3 月 10 日から、VR( バーチャルリアリティ ) 内見システムを賃貸仲介の一
部店舗に導入。初回導入店舗は関東の 3 ヵ所ほど。 同システムは、自身の動きに連動し、室内
を移動しながら周囲全方向の空間をリアルに閲覧できるもの。現地にいるような感覚で物件の
内見が可能になる。店頭で複数物件を内見して選別し、現地内見物件を絞り込むことができ、家
探しの時間を短縮することができるという。また、物件紹介図面に添付された QR コードを読
み込むことで、いつでもモバイル端末で室内のパノラマ画像を閲覧することも可能。同社では、
内見の効率化で、顧客満足の向上を目指すとしている。

