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強い暑さが続いています。まだ当分は残暑に耐え頑張るしかありません。秋の声が聞けるのはもう
少し先のことでしょうか。ところで、皆さまは暑さ対策を充分されていますか？暑いときは、日蔭の風
通しの良い場所を選ぶ、室内では空調をするなどして、熱中症にかからないよう健やかにお過ごしく
ださい。
それにしても、7 月 5 日の九州北部豪雨は多大な被害でした。報道される濁流やがけ崩れなどの映像
には恐怖を感じました。現地で体験された方々の恐怖や悲しみが映像の比でなかったことは充分推察
されます。被害の大きかった福岡県朝倉市、大分県日田市などで、死者 34 名・行方不明者 7 名（7/17
現在）という痛ましいものです。人災に限らず、河川、橋梁、山、田畑、河口、海などにも豪雨による被害
が伝えられています。経済的にも、農・林・水産業、観光産業は大きな痛手です。犠牲になられた方々
に心より哀悼の意を表します。
今回の豪雨では、場所によっては 100 ミリを超える強烈な雨が、何時間も波状攻撃のように降ったと
いうデータもあります。気象用語でいう「線状降水帯」
（積乱雲が線のように次々と連なる状態）の発
生、
「バックビルディング」
（積乱雲が同じ場所で連続的に群発する現象）の発生が長時間且つ大量降雨
の原因ではないかといわれています。朝倉市は脊振山地の東側に位置し、風がぶつかりあって積乱雲
が生じやすい状況だったというレポートもあります。いずれにしてもこれまでの観測記録にはない大
雨だったのです。5 年前の 2012 年にも九州北部で豪雨禍がありましたが、今回の雨量はその数倍級
ともいわれ、福岡県や大分県では「避難指示」のほか、初めての「大雨特別警報」が発令されました。
新聞、テレビ、ラジオ、インターネットで流されるニュースには、激甚、想定外、異常気象、 かって経験
したことのないような大雨 といった表現で溢れていました。しかし、 異常気象 という用語一つ
とっても、最近の地球規模で起きているいろいろな気象環境をみると、決して異常なのではなく、それ
は 普通
当たり前 の事象なのだと考えた方がよいようにも思えるのです。これからはこの普通
の事象に備える工夫が必要なのだということです。
世の中、科学技術、特にコンピュータによる科学の進歩が著しい時代です。コンピュータを気象・防災
分野にも大いに取り入れ、いち早い、そして精度の高い予報や災害回避の方策に役立てて貰いたいも
のです。もっといえば、気象・天候について、多少なりとも人工管理が可能になれば（自然に対して不
遜ですが）とも考えます。
不動産に関しては、既知の災害危険場所（がけ崩れが起きやすい場所、以前水害があった場所、低地な
ど）の把握はもちろんですが、今後、想定外といわれるような豪雨があっても被害を最小限に食い止
め、サバイバル可能な施設・設備の付帯など、防災を考慮した建物も必要なのではないかと思います。
それに、災害時の連絡方法や避難場所・避難経路の日常把握も大事です。災害は何も水害だけでなく、
地震や火災、それに現実的ではないかもしれませんが戦災などもあるのです。
「転ばぬ先の杖」
「石橋を
叩いて渡る」といった用心を・・・・・。

平成 29 年度路線価と
「天神ビッグバン」について
今年も 7 月 3 日に、国税局から平成 29 年度の路線価
（1 月 1 日時点）が公表されました。
路線価とは、相続税申告や贈与税申告で用いられる 1 ㎡
あたりの土地の相続税評価額で、時価（公示価額）のおよ
そ８割とされています。毎年 7 月初旬にその年の相続税
評価額（路線価と倍率表）が国税局の HP で公表され、誰
でも自由に見ることできます。
（国税庁 HP http://www.rosenka.nta.go.jp）
今年は、福岡県内平均で 1.9％の上昇で昨年度の 0.8％よりも上昇率がアップしております。また、福
岡で路線価が最も高い場所は、福岡市中央区天神２丁目（パルコ渡辺通り側）で、1 ㎡あたり 630 万円
（1 坪あたり 2,082 万円）と、昨年度の 560 万円からすると 12.5％も上昇しています。
地価の上昇の原因は、三大都市圏など都市部においては「金余り」による不動産投資への融資資金の流
入と、インバウンド（訪日外国人旅行者の増加）による新たな宿泊施設需要によるものだと言われてい
ますが、こと福岡市においては「天神ビッグバン」による影響も強いと言われています。

路線価を用いた土地の評価方法
（計算式）

1 ㎡あたり路線価

×

地積（㎡） ＝

相続税評価額

国税庁 HP には、
「路線価図」といわれる路線（道路）に数字が付されている地図がアップされており、1
㎡あたり千円単位で表示されています。
土地の前面道路に「100」と表示されていたら 1 ㎡あたり 100 千円（10 万円）になり、仮に地積が
100 坪（330 ㎡）の土地ならば、
10 万円 ×330 ㎡＝3,300 万円となります。
【主要な福岡市内（商業地）の路線価の推移】

(単位㎡あたり)

所在地

H29 年
（千円）

H28 年
（千円）

上昇率
（％）

中央区天神 2 丁目（ﾊﾟﾙｺ渡辺通り側）

6,300

5,600

12.5%

博多区博多駅前（博多駅ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ前）

3,900

3,300

18.2%

中央区六本松（六本松駅前）

460

400

15.0%

早良区西新 4 丁目（西新ﾊﾟﾚｽ前）

550

520

5.8%

東区千早 4 丁目（千早駅前）

125

115

8.7%

南区大橋 1 丁目（大橋西鉄名店街側）

530

490

8.2%

天神ビッグバンとは
ひとことでいうと「福岡市天神地区の再開発プロジェクト」で、福岡市のHP
（http://www.city.fukuoka.lg.jp）には次のように書かれています。
福岡市の天神地区においては、アベノミクス第３の矢「グローバル
創業・雇用創出特区」によって「航空法の高さ制限の特例承認」を
獲得したこの機を逃すことなく、これに合わせてまちづくりを促
す「容積率の緩和」を福岡市の独自施策として実施し、都市機能の
大幅な向上と増床を図っていきます。
さらに、雇用創出に対する立地交付金制度の活用や創業支援、本社
機能誘致など、ハード・ソフト両面からの施策を組み合わせるこ
とで、アジアの拠点都市としての役割、機能を高め、新たな空間と
雇用を創出するプロジェクト「天神ビッグバン」を推進します。
この取組みにより、今後 10 年間で 30 棟の民間ビルの建替えを
誘導し、その延床面積は 1.7 倍、雇用は 2.4 倍、また、約 2,900 億
円の建設投資効果、建替え完了後からは毎年約 8,500 億円の経
済波及効果を見込んでいます。
具体的には、三菱ＵＦＪ信託銀行が入っている「福岡ビル」や三井住友信託銀行が入っている「天神ビ
ル」など、明治通りにある大きなビルは築後 40 年以上経過しており、建替えの必要性がこれまで幾度
となく叫ばれてきましたが、
「容積率」や「高さ」の制限がネックになっていたので、今回の特区により
大幅に容積率のアップを図るというものです。

天神ビッグバンの現状と今後
建替え第一弾として、天神セントラルプレイス（旧福岡三和ビル、今年 4 月の金塊強盗でニュースに
なったみずほ銀行福岡支店前の駐車場）が解体され、2020 年竣工を目指して「天神ビジネスセンター
（仮称）」に建替えが始まりました。また、明治通りにある中央区役所斜め前の旧ＪＴ福岡ビルもタワー
マンションへの建替え工事が始まっています。
昨年は博多駅前の「KITTE 博多」
「JRJP 博多ビル」が開業しましたが、これからは、天神地区も天神ビッ
グバンにより、大きく街並みが変化していきます。
昔から見慣れたビルがなくなるのはなんとなく寂しい気持ちもしますが、街が活性化するためにはビ
ルの建替えは必要なことです。わくわくしながら見まもっていきたいものです。

ご自分が所有されている土地の路線価や相場が気になる方は、
セイワ地研までお気軽にお尋ね下さい。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

防 災

突然ですが、皆さんは自分の住む地域のハザードマップを
あなたと、あなたの家族を守るために・・・ ご覧になったことはありますか？単語は聞いたことあるけ
れど、実際に見たことがない、という方は多いのではないで
ハザードマップ について しょうか。
今回は、ハザードマップについて少しお話しいたします。こ
れを機にぜひ、ハザードマップを確認してみてください。

ハザードマップとは？

自然災害の被害を予測し、地図に起こしたものの
こと。被害の拡大範囲・程度・避難経路や避難場
所が地図上に表示されおり、市町村ごとに作成さ
れています。
ハザードマップは各自治体から
配布されています。
インターネットで閲覧できるものも多いので、
住ん
でいる地域の他にも勤務先やよく行く場所の情報
も確認してみましょう。
国土交通省のホームページ
から全国のハザードマップを確認できます。
国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/

ハザードマップの種類

※地域の特性により、作成されている種類
が異なります

①土砂災害
②洪
水
③高
潮

④津
⑤内
⑥火

波
水
山

福岡市役所ホームページより
福岡市防災・危機管理情報サイト
（緊急情報・福岡市の雨量・河川水位等）
土砂災害ハザードマップ
中央区（地区別版）

浸水ハザード
防災マップ
中央区版

お手元のハザードマップは
最新版ですか？

ハザードマップを使って避難経路を
実際に歩いてみましょう

内容が更新されている可能性があります。
自宅にあ
るものが最新ものかを確認することも大切です。

所要時間や崩れやすそうな建物の確認。複数の
ルートを考えておく。

福岡市では、地区ごとに細かく土砂災害ハザードマップを作成し、それぞれの避難場所がわかりやす
くまとめられています。また、地震についての『ゆれやすさマップ』を作成したり、オフラインでも使用
できる防災マップの携帯用アプリを提供したりしているようです。
（参照：福岡市ホームページ 福岡市防災･危機管理情報サイト http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html）

ハザードマップ自体が災害から身を守るツールになることはありません。
掲載されている情報を確認
し、
起こりうる被害を想定することで災害に対する意識を高め、
いざというときの判断材料となります。
梅雨がようやく明け、これからは台風の季節なります。
災害が起こる前に、避難経路を歩いたり、避難場
所を家族で確認したりすることで十分な備えをしておきましょう。

健康

扇風機の替えどきはいつ？？
節電やエコの観点から、再び扇風機が注目されています。
みなさんの家の扇風機は、購入してどのくらい経っていますか？
もしかしたら「いつ買ったかわからない」という方もいらっしゃ
るのではないでしょうか。

購入してしばらく経っていても、何も問題なく使えていればまだ大丈夫だと考えがちですが、壊れて
いないからといって必ずしも安全とは限らないのです。

近年相次ぐ扇風機火災事故！

設計上の標準使用期間は、
あくまで目安

実は近年、扇風機が原因となる火災事故が相次

扇風機の後ろ側を覗いたことはありますか？そ

いで発生しています！

こには標準使用期間が記載されています。

主な原因は「長期使用に伴う経年劣化」です。

耐用年数はメーカー側が「この期間を過ぎたら

モーターやコンデンサーなどの部品の接触不良

注意して使いましょう」と定めたものであり、こ

が起き、異常発熱をもたらします。

の期間を過ぎたら、異音や異臭、コードが劣化な
どを確認しましょう。もし日常的に使うなかで

シーズンオフには掃除を
してから収納を

何かしらの不具合を感じたなら、まだ動いてい
たとしてもただちにメーカーや購入店に相談し
てください。

夏に活躍した扇風機は、ホコリを掃除して収納
しないと、翌年にホコリがベタベタになり簡単

扇風機掃除手順

には取れなくなって、ホコリだらけの風に当た
ることになってしまいます。見た目も、風も心地

①全体を掃除機で吸う

よい扇風機を来年も使えるような、掃除・収納

扇風機には多くのほこりがついているので、

を心掛けましょう。

ガードの裏表やプロペラに簡単に掃除機をかけ
ましょう。

掃除の準備
１．扇風機の電源コンセントを抜く。
２．扇風機の前面のガードを外す。
３．プロペラを外す。

②雑巾でほこりを拭う
掃除機で吸えなかったホコリを雑巾（クイック
ルワイパー）で丁寧に拭います。

③水洗い
外したプロペラとガードを水洗いします。油が
ついてるようであれば、ぬるま湯に中性洗剤を
溶かして洗います。スポンジで優しくこすりま
しょう。

④油汚れがひどい場合
油汚れは重曹でも落とすことができます。重曹
を溶かした水をスプレーしてスポンジで擦って
みると、頑固な油汚れもキレイに落ちます。
https://enechange.jp/articles/electric-fan-dust
https://www.kurashi.tepco.co.jp/pf/ja/pc/pub/column/kaden-05.page

旅ノート

営業１課：古賀 真理子

a Day Off

北欧旅行記

いきなり私事で恐縮ですが、この春でセイワ地研に努めて 10 年が経ちました。入社以降、色々な部
署で仕事に携わってきて、あっと言う間の 10 年でした。ここまで来られたのもオーナー様、入居者様、
関係業者様、上司に同僚の皆様と数えきれない多くの皆様のおかげだと感謝しております。
さてさて、セイワ地研では永年勤続を表彰・慰労するものとして、特別休暇制度があります。私は 6
月 23 日〜 29 日まで一週間の休みをいただき、フィンランドとスウェーデンへ行ってきましたので、
ここで少しご紹介させていただきます。
ご存じの方も多いかと思いますが、福岡−ヘルシンキ ( フィンランド ) 間に直行便が運行されていま
す。
ヘルシンキ滞在後、船でスウェーデン
（ストックホルム）
へ渡り、その後飛行機でヘルシンキ→帰国
というスケジュールでした。
現地の気温は 10 度前後。
春物のコートを着ていても少し寒いなと感じる
程でしたが、
現地の人たちはタンクトップに短パンといった格好で短い夏を楽しんでいるようでした。
建物はひとつひとつ形が違っていて、どれも意匠をこらした個性的なデザイン。新旧の歴史が上手く
ミックスされた街並みにうっとりです。木々や草花も、どこをとっても日本と違っていて一々感動
しっぱなしでした。
（職業病なのか建物ばかりに目がいきます・・。）
テンペリアウキオ教会
ヘルシンキ

Helsinki

岩でできた教会で、コンサート等も行われ
るそうです。

カンピ礼拝堂
ノアの箱舟を思い描かせる外観と、その中
も不思議な、神秘的な空間でした。

フィンランド

ヘルシンキ大聖堂
大迫力！

クオメンリンナ島
元要塞があった島で、今は自然豊かで住居

Finland

もかわいかったです。

船の中
（ヘルシンキ−ストックホルム）
こんなきらびやかな空間があるのね！
と思いました。

ストックホルム

Stockholm

王宮

街並

スケールが違います。壁・床、特に

歩いているだけで楽しい街です。

天井の装飾がすごい！

スウェーデン

市庁舎

地下鉄の駅

ノーベル賞の晩餐会があるところ。

アーティストがデザインした駅が

だったような・・。笑

各所にあり、楽しませてくれます。

集合郵便受
日本にはないですよね。勉強になります。

道端
ただの道端ですが、絵になります。
雑草すらオシャレです。

国立図書館

市立図書会

かっこいいのなんの。

360℃の図書館です。見応えあり。です。

こんなかわいい郵便受、

Sweden
フィンエアーは 5 月〜10 月の運行です。
機会がありましたら、ぜひ訪れてみてください！夏場が白夜で日が長いのでおすすめです ^^

情報 HEAD LINE
★西鉄「連結バス」、試験運転本数を 5 倍に強化

西日本鉄道

西日本鉄道は福岡市都心部の交通渋滞緩和を図るべく、2016 年 8 月から「連結バス」の導
入を試みてきた。今般、運行本数をこれまでの 1 日 12 便から 5 倍強の 62 便に増やす計画だ。
供用するバスも 2 台から 7 台に増車し、運行間隔も 110 分から 20 分と時間を短くした。また、
「蔵本」バス停で停車し、他の路線への乗換え利便化も図る。現在は天神・博多駅・ウォーター
フロント（ＷＦ）地区を両回りで運行中。将来的には、新たな交通システム「都心循環ＢＲＴ」( 注
1) の形成を見込む。
( 注 1) ＢＲＴ（英 : bus rapid transit, バス・ラピッド・トランジット）とは、バスを基盤とした大量輸
送 システムである。日本ではバス高速輸送システムとも 呼ばれる。

★2016 年度の住宅リフォーム受注高 5.6 兆円

国土交通省

国土交通省が発表した建築物リフォーム・リニューアル調査によると、2016 年度の受注高
は 15 兆 7177 億円となり、前年度比 31・6% 増だった。このうち住宅関係は 5 兆 5819 億
円で、前年度比 37・6% 増だった。建築リフォーム市場が拡大していることが分かる。

★新「福ビル」複合型に

西日本鉄道

天神ビッグバンの中核施設の一つである「福岡ビル」
（福岡市中央区天神）の建て替え計画で、
事業者の西日本鉄道は、新「福岡ビル」について、商業やサービス、医療、宿泊、オフィスなどの
ミックス機能を持った複合ビルとし、10 年以内に建て替えを終えると発表した。低層階は商
業・サービス施設とし、観光客や地元の人が気軽に立ち寄ることのできるスペースにし、上層
階はオフィスゾーン、医療ゾーン、ショールームとする。宿泊施設のゾーンも設ける。計画では、
隣接する「天神コア」
「天神ビブレ」との一体した開発も検討しており、1 フロア当たりの床面積
の大幅拡張も視野に入れている。一体開発すれば 1 フロア当たり 3300 平方㍍以上となる。ま
た、高さ制限についても、現段階では 15 〜 16 階の想定だが、先に旧大名小跡地の再開発計画
で航空法の規制緩和（約 76 ㍍⇒約 115 ㍍）を実現した経緯から天神地区へも同様の適用を期
待する声がある。

★2017 年路線価 銀座・鳩居堂前が過去最高額に、
全国平均は 2 年連続で上昇

国税庁

国税庁は 7 月 3 日、2017 年の路線価（1 月 1 日時点・全国の標準宅地）を公表した。路線価
は相続税や贈与税の税額算定の基準となる地価だ。それによると、最高額のトップは東京都中
央区銀座 5 丁目の銀座中央通り、通称「鳩居堂」前で、1 平方㍍当たり 4032 万円（前年比
26.0% アップ）だった。昭和 61 年分から 32 年間連続のトップだ。今回の路線価は過去最高
額だった平成 4 年（3650 万円）を上回り過去最高額を更新した。同地点に隣接する 3 地点も
1 平方㍍当たり 4032 万円と同額で並んだ。大型再開発や訪日外国人の急増などが銀座エリ
アの賃料や地価の上昇につながっていると見られる。最高路線価が上昇した都市は 27 都市、
横ばい 16 都市、下落 3 都市だった。全国平均値は 2 年連続で上昇し、上昇率は 0・4%( 前年
0・2%) に拡大した。福岡の最高路線価は天神 2 丁目渡辺通で 1 平方㍍当たり 630 万円（前
年比 12.5% アップ）だった。

★所有者不明の土地は面積換算でほぼ九州並みに

所有者不明土地問題研究会

増田寛也東京大学公共政策大学院客員教授（元総務相）を座長とし、民間有識者で構成された
所有者不明土地問題研究会は 6 月 26 日に研究に関する中間報告を行った。それによると全国
の土地の所有者不明率は約 20% にのぼり、面積に換算すると九州の土地面積とほぼ等しいと
いう。また今後の課題として、所有者探索の円滑化、所有者不明土地の管理・利活用、所有者不
明土地の増加防止、土地所有のあり方という 4 つの見直し提言を挙げた。

