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ごあいさつ
今から初夏にかけての季節を詠んだものですが、こ
の句のごとく、風薫る 5 月、木々の緑も鮮やかに、た
入学、入社、転勤など、この春、新しい環境での生活を
始められた人も、ひと月が経ち「新しい場」に少しずつ
の時期よく聞かれるのが「五月病」です。仕事について
就職前と就職後に感じる自分の理想と現実のギャッ

山口素堂

慣れられていることと思います。新入社員の中で、こ

目には青葉
山ほととぎす
初鰹

いへん過ごしやすい爽やかな季節を迎えています。

プ、対人関係への戸惑い、孤独感など、原因はいろいろ
でしょうが、心たくましく、多少は鷹揚に生きてもら
いたいと思います。この不況下に就職口があり、求め
られて仕事ができるという幸運を大事にしてほしい
ものです。
「石の上にも三年」
「継続は力なり」というこ
とばがあります。
当社をはじめとして賃貸住宅に関わる不動産会社は、先月までの繁忙期を乗り越え、少しずつ落ち
着きを見せ始めているところです。多くの人に一定の満足と安らぎの空間、生活の根拠となる空間を
ご提供できたのではないかと思います。しかし、オーナー様にとっては、まだ満室に至っていない部
屋もありますので、今後はその入居者の募集・確保に力を注いでまいります。
今後ともよろしくご理解とご鞭撻をお願い申し上げます。

印紙税とは
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、簡単にいう
と、書類を作ったときに納める税金です（印紙税法）。文書を
作った人が定められた金額の印紙を貼付し、消印して納めます。
例えば、土地や建物を購入するときの売買契約書で、契約書には必ず印紙を貼ります。建物の
請負工事契約書にも印紙を貼り、住宅ローン等の借用証書（金銭消費貸借契約書）等にも印紙を
貼ります。そのほか一般的な商品売買代金等の領収証にも印紙税が必要になります。
売買契約書は通常２通作成し、売主と買主がそれぞれ１通を保管することになりますが、この２
通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼
らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意してくだ
さい。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同じです。
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では、いくらの印紙が必要かといえば、契約書の種類と記載額に応じて、それぞれ印紙税が定
められています。なお平成２６年３月３１日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建
築請負に関する契約書のうち一定の要件に該当するものについては、本来の税額より税が軽減さ
れています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による印紙税額を記してあります。
■不動産の譲渡に関する契約書等（第1号文書）の印紙税額表〕

契約書記載金額

借地権の設定や
不動産の譲渡に 譲渡に関する契約書、
関する契約書
住宅ローン等の
金銭消費貸借契約書

■建築工事の請負に関する契約書（第2号文書）の印紙税額表

契約書記載金額

不動産の譲渡に
関する契約書

1万円未満

非課税

非課税

1万円未満

非課税

1万円以上10万円以下

200円

200円

１万円以上100万円以下

200円

50万円以下

400円

400円

100万円超

200万円以下

400円

100万円以下

1千円

1千円

200万円超

300万円以下

1千円

10万円超
50万円超
100万円超

500万円以下

2千円

2千円

300万円超

500万円以下

2千円

500万円超

1千万円以下

1万円

1万円

500万円超

1千万円以下

1万円

1千万円超

5千万円以下

1万5千円

2万円

1千万円超5

千万円以下

1万5千円

1億円以下

4万5千円

6万円

5千万円超

1億円以下

4万5千円

5億円以下

8万円

10万円

1億円超

10億円以下

18万円

20万円

5億円超

36万円

40万円

10億円超

50億円超

54万円

60万円

50億円超

54万円

金額の記載のないもの

200円

200円

金額の記載のないもの

200円

5千万円超
1億円超
5億円超
10億円超

50億円以下

5億円以下

8万円

10億円以下

18万円

50億円以下

36万円

◎詳しくは税の専門家にご相談ください〈国税庁ＴＡＸアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer〉

季節の節電、
毎日の節電
イギリス

北イングランドやスコットランドの真夏の最高気温はせいぜい25℃という気候なので、一般の民家で
エアコンを設置している家はまずない。扇風機も珍しい。したがって、イギリスの夏に節電が呼びかけ
られることはない。どちらかというと、イギリスで節電が心がけられるのは冬である。というのは、旧
来、ガスや石油が燃料のセントラルヒーティングが暖房の主流だが、近年電気の床暖房の人気が高まっ
てきたからだ。
冬の暖房費をおさえる工夫としては、家の二層構造になっている外壁と内壁の空洞に外壁からドリルで
穴をあけて断熱材を注入したり、屋根裏にも断熱材を敷きつめたり etc。
政府も奨励し、電力やガスの会社
も費用の一部、全額負担を行っている。
この壁と屋根裏の断熱材によって一家庭で年間約 300 ポンドの燃
料費の節約ができると言われている。
夏に効果をあげるのはソーラーパネルである。北国イギリス
の冬は日照時間が極端に短いが、夏の日は長く、日没は午後9
時ごろ。家庭で使いきれない電力は電力会社に売って冬の光熱
費に回すことができる。
年中を通して行われている節電は小まめに電源の元スイッチ
を切ること。イギリスの家庭用の電圧は220〜240ボルトと日
本の2倍なので安全面のことも考慮されているようなのだが、
コンセントに待機電力を切るスイッチがついている。わざわざ
コンセントからプラグを引っこ抜かなくてもいい。それでも、
コンセントまで行ってスイッチを切るのは面倒だという人のた
めには、待機電力まで切れるリモコンがある。
ところで、現在イギリスでは旧来の電球はすっかり姿を消し、電球型蛍光灯やＬＥＤ電球などの省エ
ネ照明にとって代わられている。さらには、これらの電球や家電製品には、省エネのパフォーマンスを
ＡからＧのグレードで評価する表示がなされている。消費者がひと目で、その製品の省エネ度を把握で
きるように工夫されているのである。
このようにイギリスでは、政府や
企業が積極的に消費者に省エネを提
唱し、節電ムードは各家庭内にかな
り浸透している。

参考：朝日新聞デジタル
（URL：http://www.asahi.com/housing/world/TKY201206160204.html

デザインリフォーム
ファミーユ警固806号室2ＤＫのリフォームが完
成しました！
今回のテーマはシンプルヴィンテージです。全体的
にナチュラルにまとめつつ、かっこいい部屋に仕上
がりました。

ファミーユ警固

806号

玄関

Entrance
床材は落ち着いた色合いのものを選びました。巾
木やドア枠を焦茶で塗り、懐かしい風合いを演出
しています。

ダイニング

Dining

キッチンにはステンレス風のシート
を貼りました。
ステンレスの無機質さと木のぬくも
りの相性がとても良いですね。

お部屋のポイントに、棚を取り付け
ました。
どのように使うかは入居者様次第。
ぜひ楽しんで頂きたいです。

和室

Japanese-style room
襖の色をブラック系にしてかっこよく！
和室のイメージが変わりますね。

住む方に自由にアレンジして頂きたく、シンプルにまとめました。シンプ
ルだけど他とちょっと違う、おしゃれ部屋を満喫して頂ければ幸いです。

セイワボイス

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE

ハッカ油

業務課：松本 真由子

ハッカの乾草を水蒸気蒸留して得られるハッカ油は、メントールを多く含有しており、清涼剤と
して湿布薬や歯磨き粉、チューインガム、菓子、タバコなどに使用されています。
また、ハッカ油には清涼剤としての用途以外にも、抗菌・消臭などの効果があるといわれています。
普段の生活にも役立てて使うことができますので、手軽な使用方法を効果別に紹介します。

タンスやバックにハッカ油を染み込ませた
抗菌効果

ティッシュやハンカチを入れておくと天然の防
腐剤になります。

消臭効果

水にクエン酸・ハッカ油を加えると、消臭効果
のあるお掃除スプレーになります。

水にエタノール・ハッカ油を加えると、防虫ス
防虫効果

プレーになります。他にも、ゴミ置場等のカラ
ス、ネズミ対策にも使えます。

代謝
促進効果

リラックス

効果

湯船にハッカ油を数滴たらし、しっかり撹拌す
ると、ハッカ風呂の出来上がりです。冷感作用に
よって、体を温めようと代謝が促進されます。

ハッカ油の香りには神経を鎮静させる効果があ
ります。枕元にハッカ油を数滴垂らすとリラッ
クスして眠ることが出来ます。

ハッカ油は医療品ではありませんので、効果は自身で確認する必要がありますが、天然成分で出
来たものなので、安心して使用することが出来ます。
薬局などで手に入りますので、気になられた方がいらっしゃいましたらぜひお試し下さい。

ト 雑豆 学知 識&
リビア

trivia
鯉のぼりと柏餅

すっかりお馴染みの鯉のぼり。この時期によく目にする鯉のぼりで
すが、なぜ鯉が空を泳いでいるか気になりませんか？今回は、鯉のぼ
りの由来についてご紹介します。

なぜ、鯉のぼりを揚げるようになったのか？
もともと日本では、将軍に男の子が生まれると旗指物という家紋のついた旗や幟（のぼり）を立て
て祝う風習がありました。やがてこれが武家に広がり、男の子が生まれた印として幟を立てるように
なります。そんな武家を見習い、江戸庶民の間で鯉の滝登りで立身出世のシンボルとなった鯉を幟に
するアイデアがうまれました。こうして武家の幟に対して、町人の間で鯉幟（こいのぼり）が揚げら
れるようになり、端午の節句に欠かせないものとなりました。
江戸時代は和紙に鯉の絵を描いたものでしたが、大正時代に破れない綿の鯉のぼりとなり、昭和30
年代に入ってから合成繊維の鯉のぼりも誕生し、広く親しまれるようになりました。近年はベランダ
でも揚げられるタイプもあり、インテリア用の鯉のぼりも人気があります。
中国の「竜門」という黄河中流にある急流な滝を昇りきることができた鯉は龍になるという「登竜
門」の故事に由来しています。鯉は、清流だけでなく、池や沼などでも生きていけるほどの強い生命
力があるということから鯉は出世魚と呼ばれ、子どもの立身出世の象徴として江戸時代から、盛んに
鯉のぼりを飾るようになっていったそうです。

ちなみに・・・
端午の節句に欠かせない柏餅！
柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないとい
う事から「子どもが生れるまで親は死なない」＝「家系が
絶えない」と縁起が良いと言われています。そんな柏の
葉で節句を祝う料理であるお餅を包んだお菓子、柏餅は
日本特有の食べものとして有名です。

鯉のぼりには、子どもの成長に対する強い想いが込め
られているのですね。
次回鯉のぼりを目にしたら、きっと見方が変わって
くるはずです。
参考 www.tokyoku.co.jp/koi/yurai.html

新入社員紹介
freshwoman

new employee

今月、セイワ地研に新しい社員が３名入りましたので紹介します。

所 属 部 署 ：
出 身 地 ：
趣味・特技：
資
格
：
好きな食べ物：
ひ と こ と ：

下 地 (しもじ)成 美 (なるみ)

営業２課
沖縄県宮古島
食べること、料理をすること
秘書検定２級、簿記検定２級
甘いもの、チーズ
社会人の経験がなく、分らないこと
ばかりですが、はやく仕事を覚えて
自分の役割をしっかりできるよう一
生懸命頑張ります。よろしくお願い
します。

中 霜 (なかしも)香 苗 (かなえ)

所 属 部 署 ： レンタル事業課
出 身 地 ： 大分県
趣 味 ・ 特 技 ： ランニング、ホットヨガ、
食べ歩き、料理
資
格
： 普通自動車第1種免許
好きな食べ物： 魚(刺身)、チーズ、チョコレート
ひ と こ と ： 早く新しい環境に慣れ、即戦力にな
れるよう努めたいと思います。ご迷
惑をおかけすることもあるかと思い
ますが宜しくお願い致します。

営業１課
長崎県
プチ旅行、寺社巡り
福岡に詳しくなれるよう福岡検定を
取得したいです。
好きな食べ物： 鶏皮ポンズ
ひ と こ と ： 歴史、建物が好きなので、おすすめ
があれば是非教えて下さい！
所 属 部 署 ：
出 身 地 ：
趣味・特技：
資
格
：

梅 田 (うめだ)恵 (めぐみ)

★マンション専有部の優良リノベ適合住宅が1万件に

リノベ推進協

リノベーション住宅推進協議会の発表によると、区分所有マンション専有部に関するリノ
ベーションの品質基準が優良だと認められる Ｒ1住宅 に適合した件数が今年2月までに1
万件を超えた。2009年9月から適合証の発行を開始し、今年2月25日までに1万187件を発
行したことになる。
Ｒ１住宅 とは、同協議会が定めた基準で、消費者が安心して選べるリノベーション住宅
とは何かを考え、定めた統一規格「適合リノベーション住宅」をいい、区分所有マンション
の専有部の品質基準を満たしたものである。給排水管や電気、ガス、防水など13種類の検査
基準を設けている。なお、「適合リノベーション住宅」には Ｒ１住宅 のほか、マンショ
ン共用部を含めた全体の基準を満たす Ｒ３住宅 などがある。

★地震保険料率見直しへ

損害保険料率算出機構

損害保険会社などが加盟する損害保険料率算出機構は、地震保険の基準料率の見直し作業
に入った。近く金融庁に届け出る方針だ。基準料率は、地震発生の危険地域区分や建物構造
区分による基本料率に、建物の耐震等級などを加味して算定される。料率は保険金額1000
円、保険期間1年当たりで定められる。たとえば、福岡県におけるマンションの基本料率は
0.50円となる。仮に保険金額が1000万円の場合だと、1年当たりの保険料は5,000円とな
る。今回の見直しは、2012年に文部科学省の地震調査研究推進本部が公表した「地震動予
測地図」における危険度が、前回の2010年発表よりも高くなった地域が多く見られたこと
による。

★市営地下鉄七隈線の延伸認可

福岡市・国交省

福岡市は4月11日、市営地下鉄七隈線（橋本駅―天神南駅）の博多駅までの延伸工事につ
いて国土交通省からの認可が下りた。博多駅の他、大規模商業施設の「キャナルシティ博多
」近くにも新駅を設ける計画で、市は今年度中に掘削工事に着手したいとしている。これま
で何かとアクセス面で要望の多かった七隈線だが、完成すれば地域の活性化に寄与するもの
と期待される。

★住宅消費増税対策、「給付事務局」を設置へ

国交省

国土交通省は、2013年度予算の成立後すぐにも、住宅の消費増税対策として実施が予定
されている給付措置について、業務を取り仕切る事務局を設置する方針だ。予算の成立は
ゴールデンウイーク(ＧＷ)前後になる予定で、8月から全国各所で開催される給付説明会に向
けて、早急に体制を整える考えだ。事務局では、給付措置に係る詳細検討、給付措置に係る
周知、問い合わせに対応するコールセンターの開設準備・運営などを手掛ける。

