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11月です。日本の旧い呼称では霜月（しもつき）と
いい、何かしら冷気が伝わってくるような時節になり
ました。四季の移り変わりの早さを感じる今日この頃
です。花咲き満つる春、太陽の日射しと暑さが容赦な
く注ぐ夏、そして涼しさも束の間に、季節は秋から冬
へと向かっていきます。

ふりかえると、2年前のような大きな地震こそありませんでしたが、今年は自然災害が多く、日
本各地で集中豪雨、熱波、竜巻、台風による被害が数多く聞かれました。皆さまや皆さまのご縁
者に大事はありませんでしたか？無事を願っています。何れにしましても、寺田寅彦の残した警
句「天災は忘れたころにやってくる」を肝に銘じ、常日ごろから防災意識を持ち続けることが大
切だと思います。
天災もそうですが、人災にも気を付けたいものです。ＪＲ北海道で報告された安全管理への無為
無策、福岡市博多区で起きた医療施設での火災事故など、私たちはいつも危険と隣り合わせで生
活しているということも忘れてはなりません。一人ひとりが、「もしも・・・」と考え、生きて
いかなければならない油断大敵の時代です。

セイワ地研は不動産を管理することを経営の中心に据えてい
る会社で、建物や諸施設の安全が何よりと考えます。家主様や
入居者・利用者様のご理解と、ご協力を得て、安全な不動産の
運営管理を進めているところです。今後もより一層のご協力を
よろしくお願い申し上げます。

特定の居住用財産の買換え特例
居住用財産の買換えというのは、今まで住んでいた住宅やその敷地を売って（譲渡資産）、
新たに居住用の住宅やその敷地を買う（買換資産）ことです。平成25年12月31日までの間に
居住用の住宅やその敷地を売った場合で、譲渡資産および買換資産が下記の要件に該当した場
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合には、この買換え特例（課税繰り延べ）の適用が受けられます。
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次に掲げる居住用財産で、その譲渡した年の１月１日における所有期間が１０年を超えているもので、
譲渡にかかる対価が １.５億円以下のもの

譲渡資産

①

現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が１０年以上のもの

②

以前に自分が住んでいた①の住宅で、自分が住まなくなった日から
３年後の１２月３１日までに譲渡されるもの

③

①や②の住宅およびその敷地

④

災害によって①の住宅が滅失した場合において、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その
年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年を超える、その住宅の敷地（災害があった日以後 3 年を経過
する日の属する年の 12 月 31 日までに譲渡されるもの）

①譲渡資産を譲渡した年の前年の１月１日から譲渡した年の１２月３１日までの間に居住用の住宅やその
敷地を取得すること

買換資産

②譲渡資産を譲渡した年の翌年１２月３１日までの間に、取得した住宅を居住の用に供すること、または供
する見込みであること
（①の注で取得期限延長の適用を受けている場合は、譲渡資産を譲渡した年の翌々年１２月３１日までに、
取得した住宅を居住の用に供すること、または供する見込みであること）
③取得する住宅は、床面積が５０平方メートル以上であること
④買換資産が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が新築後２５年以内であるか、新耐震
基準適合の証明がなされたものか、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑤取得する敷地は、面積が 500 平方メートル以下であること

課税の繰り延べというのは、税金がかからないということではなく、譲渡の
あった時点では課税されませんが、取得価額を引継ぐことによって、その後に買
換えた資産を売却する時に、もとの分まで遡って課税されるということです。
具体的には、・・・・
(a) 譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を下回る場合には、その譲渡がなかったものとして税
金はかかりません。
(b) 譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を上回る場合には、売却代金のうち、購入代金に充て
た部分については譲渡がなかったものとして税金はかかりませんが、購入代金を上回る部分については、
譲渡があったものとして課税されます。この場合の課税長期譲渡所得金額は次の計算式によります。
（イ）
（ロ）
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永住したい街の条件
マンションや戸建という大きな買い物をするときに、
気になるポイントの一つに「住む街を選ぶ」ことがあげら
れます。せっかくならば、快適に楽しく過ごしたいもの。
それでは、永住したいと思うほど快適な街の条件と街選
びのポイントをご紹介します。

永住したい街の５つ条件
１ 足回りがよい

通勤は毎日のこと。時間のロスやストレスの少ない通勤経路、手段を
選びたい

2 買い物がしやすい

買い物は日々の生活に欠かせず、一生続くもの。身近に使いやすい店
があるとうれしい

3 安全性の高さ

子どもが 1 人で出かけるときや、注意力の衰える高齢期に備え、安
全性や防犯にも注目

4 医療の充実

急な病気やケガなど、いざというときに頼れる医療施設が住まいの
そばにあると安心だ

5 緑・公園の多さ

子どもの遊び場や潤いを感じる場所として、公園や緑の多さも街選
びのポイント

（首都圏･関西の新築マンション検討者 200 人を対象にアンケート調査／リクルート調べ）

街選びのポイント
足回りのよさは
１ 家族との距離を近くする

職場や学校などへのアクセスがしやすいと、時間に余裕が生まれ、仕
事や家事、育児、趣味に使える時間が増える。外出がおっくうになり
がちな老後も、足回りがよければアクティブに暮らせる。

商業施設の充実度や
2 利用のしやすさに注目

共働きなら仕事帰りに立ち寄れる営業時間か、子育て中なら、子連れ
でもラクに買い物できるスポットがあるか、などがチェックポイン
トに。老後は日用品が近くでそろうか、という観点も大切にしよう。

3

平日や休日、昼と夜
総合的な安全性を判断

子どもの通学路や、夜間に帰宅するときの街の様子など、治安の面も
気になる。歩道が子連れでも外出しやすいか、老後なら、道路が平坦
で体に負担なく出かけられるかどうかなどにも注目しておこう。

4

緊急時や、少し先を
見据えてチェックしよう

意外に見過ごしがちなのが医療サービス。必要な診療科目の病院が
近くにあるか、診療時間などもチェックしたい。病気のリスクが高ま
る老後に、かかりつけにできる病院があるかも確認しよう。

5

緑や公園が身近にあると
健康や癒やしの効果が

健康維持のためのランニングや散歩コースのほか、子どもの安全な
遊び場として利用される公園。緑や公園が近くにあることで、季節の
変化を実感できたり、生活に彩りが生まれ、街にも愛着がわく。

自分のライフスタイルに合わせて住む街を選べば、素敵な日常を過ごせますね。
参考：スーモ
http://suumo.jp/edit/mansion/eijyu/130213/index.html

※ぜひHPでカラー版もご覧下さい。

業務課：古賀 真理子

今回リフォームをさせて頂いたのは、高宮にあります
『フレマーロ高宮』の1DKのお部屋。築25年のビルでほ
どよくヴィンテージ感が出ている素敵なマンションで
す。テーマは『アカ抜け部屋』。少し手を加え、ヴィン
テージ感を生かしつつ今時な部屋に仕上げております。
旧玄関。重厚感ある木の棚やドアですが、年月とともに
少し重い印象が強くなっていました。

before

after

新玄関。明るい木目のシートを貼りました。それだ
けで明るい印象になるのですがここで一工夫。右側の
引き戸を取り払い、クラッシュガラスをはめ込みまし
た。隣の部屋の窓から差し込む光が玄関まで届くよう
になりました。（引き戸を取り払っても奥のドアから
入退室出来る間取り）

さらに一工夫
クラッシュガラス

キッチンは丸ごと取り替えず、シートを貼ってイメー
ジチェンジ！
ビタミンカラーのグリーンが効いています。さらにク
ラッシュガラスが奥行きを広く見せてくれています！

before

浴室はタイルでアクセント
を入れました。

after

タイルを全面張り替えるとコスト高ですが、ライン使
いすることで全体の雰囲気を変えつつコストも抑えら
れるのでオススメです。

before

クラッシュガラスが活躍

after

少し手を加える事で古さを活かした今時ヴィンテージ部屋
に生まれ変わりました。１年以上空室のお部屋でしたが、お
かげさまで募集開始後すぐにお申し込みを頂きました。
補修工事費は通常補修よりも割高にはなりますが、家賃を下
げない空室対策のひとつとしていかがでしょうか。

セイワボイス

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE
レンタル事業部：次田 圭吾

肥満解消

今回は私が日頃実践している健康維持の知識について少しご
紹介したいと思います。
人間は、歳をとると太りやすくなります。自分の意志に反して
お腹ぽっこり、若い頃はピッタリだったズボンがはけなくなっ
たり、鏡を見てガッカリしたり。そればかりか健康診断で厳し
い結果がでてしまう…。いつの間にか育ったぽっこりお腹は、
心まで重くしてしまいます。
しかし、なぜ太ってしまうのでしょうか。自分の生活スタイルに心当たりのある人もいれば、
「運動はしている」、「食べる量は増えていない」と自分のぽっこりお腹に納得のいかない人もい
るでしょう。運動量や食べる量が変わらなくても、人間は歳をとるとどうしてもお腹が出てきま
す。なぜなら、加齢とともに太りやすくなる生き物だからです。
人間の体は、加齢とともに基礎代謝が減っていくことがわかっています。基礎代謝とは生きてい
くために必要なエネルギーのことです。体温を生み出したり、呼吸をしたり心臓を動かすためのエ
ネルギーです。この基礎代謝が、加齢とともに減っていくのです。20代の頃から減少し始め40代
になると目に見えて減少します。
加齢とともに基礎代謝が減っていくので食べる量が減らなければ、基礎代謝が減った分脂肪に変わ
ります。蓄えられた脂肪は、お腹の中の内臓脂肪や、外からつまめる皮下脂肪になったりして、ぽ
っこりお腹の原因となってしまうのです。何もしていなければ、当然太っていくのです。
では、どうして基礎代謝が減ってしまうのでしょうか？基礎代謝が減少する理由は主に2つあり
ます。
1つ目は、加齢よって人間のカラダの様々な機能が低下して
いくことに関係があります。例えば、心臓が1分間に送り出せ
る血液量、肺活量、1分間に酸素を取り込める量、脳から筋肉
などへの神経の伝達速度などが低下してきます。これらが、基
礎代謝の減少に影響します。
2つ目は、筋肉量の減少です。加齢とともに筋肉の量も減っ
ていきます。体重は変わらなくても、筋肉と脂肪が入れ替わっ
ていきます。筋肉が減ると基礎代謝が大きく低下します。この
基礎代謝のうち、もっとも大きな割合を占めるのが熱生産で、
40〜45％程度占めます。
たとえば、筋肉が1Ｋ減ると、1日当たり約100Ｋカロリー程度
の代謝が減ります。これは、おにぎり1個分のエネルギーに相
当し毎日毎日積み重なっていきます。1年間で考えると、なん
と脂肪5Ｋ分に当たります。

SEIWA VOICE

さらに、太ってしまう原因に、加齢による腹筋の衰えがあります。
人間の上半身は2つの袋がタテに重なってできているようなものです。上の袋は、助骨と横隔膜に
よって囲まれた胸郭で、肺と心臓が入っています。下の袋は、腸や肝臓といった内臓が入った腹腔
です。この腹腔は、横隔膜の下で腹筋群、背筋群、骨盤まわりの筋肉によって閉じこめられている
状態です。上の袋の胸郭は、助骨や背骨によってしっかり囲まれてるのですが、下の袋の腹腔は、
背骨こそあるものの、主に腹筋などの筋肉で押さえ込んでいるだけです。腹筋が衰えると、重い内
臓の入った腹腔は風船のように膨らんできます。この風船は、背中へは背骨があるので膨らめませ
ん。ゆるんだ腹筋を押し出して、ぽっこりお腹となるのです。加齢によって筋肉は衰えていきます
が、腹筋も例外ではありません。腹筋を含む体幹の筋肉や足腰の筋肉など、姿勢を維持したり、立
つ、歩くといった日常的な動きのために使われる大きな筋肉などが、とくに衰えやすいのです。そ
のため加齢とともに腹筋がゆるみ、内臓が飛び出してきてぽっこりお腹になるのです。また、腹筋
や背筋が衰えることで、骨盤が傾き、猫背や出っ尻といった姿勢になってしまいます。このような
姿勢も肥満に拍車をかけるのです。
つまり肥満とサヨナラするには、腹筋を鍛えるのが効果的なのです。腹筋は多くの筋肉から構成
されており、ここを鍛えることによって、筋肉量が増大し、基礎代謝が上がります。基礎代謝は運
動で消費するエネルギーよりもはるかに多くのエネルギーを消費します。基礎代謝を高めることが
脂肪を減らし、肥満を解消するための確実な道なのでなのです。
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おーい でてこーい
業務課：浦志 美之

ショートショートの作風で有名な星新一さんの『おーい でてこーい』をご紹介します。

あらすじ
ある村に突如直径1m位の縦穴が現れた。村民の一人が中に生き物がいるのかと考え、穴に
むかって「おーいでてこーい」と叫んだり小石を投げ入れてみるが反応がなく、皆この不思議
な穴をどう対処するか困り果てた。
結局、この穴は不要物を捨て埋める場所として利用する事になり、原子炉から出たゴミ等処理
に困っているものを捨てた。それでも穴はまったく埋まる気配がなく、都会から出た不要物は
何でもこの穴に捨てる事になっていった。
ある日、建設中のビルの高い位置で仕事をしていた作業員が、「おーい でてこーい」と上空
から叫ぶ声が聞こえたような気がし、空を見上げたが、そこには青空が広がっているだけだっ
た。その直後、声がした方角から小石が彼をかすめて落ちていった。しかし、美しくなってゆ
く都会のスカイラインをぼんやり見ていたので、彼はそれに気がつかなかった。

小さな頃に初めて読んだ時は、こんな結末にただ不安を感じただけだったのですが、改めて読
み返してみると、現在の世の中の状況と被る点があり、驚きながらも人間がやる事はそうそう変
わらないんだなとも考えさせられました。（この作品は、50年以上前に発表されたものだそうで
す）星新一さんの作品は学生の課題図書として選ばれる事も多いようですが、他にもこのような
一癖や二癖ある作品が多いので、大人の読みものとしても是非おすすめです。

★不動産価格指数、マンションが最高値更新

国土交通省

国土交通省は 2013 年 5 月の不動産価格指数 ( 住宅 ) を発表したが、それによると、08 年
度平均を 100 とすると、今年 5 月は 93.0 だった。前年同月比にすると 2.1 ポイントの上昇。
その内訳をみると、マンション 108.6 で、対前年比 2.4 ポイント上昇。更地・建物付土地は
90.1 で、対前年比 1.7 ポイントの上昇だった。マンションについては、調査開始以来最高だっ
た前月の 108.0 を上回った。東北地方が高い値を示した。

★不動産業界、約半数が「女性管理職ゼロ」

帝国データバンク調査

帝国データバンクの調査によると、不動産会社における女性の管理職 ( 課長相当職以上 ) の
割合が「10% 未満」と答えた企業は 72.3% に上り、
「0%( 全員男性 )」が約半数 (49.8%) だっ
た。全業界で見ても、10% 未満の割合が 81.1% を占め、管理職への女性登用が進んでいない
現状が明らかとなった。
全国 2 万 3226 社を対象に実施したもの。不動産業の有効回答は 253 社だった。

★「シェアハウスは寄宿舎」

国交省見解、是正指導進める

国土交通省

国土交通省は特定行政庁に対して、いわゆるシェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に
該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それ
らに違反する場合は是正指導を進めることを通知した。
寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない間仕切り壁の耐火性確保が必要にな
る。これまでは、戸建て住宅などをシェアハウスとして活用する場合、この耐火性確保を求めら
れるケースはほとんどなかったが、今回の通知で特定行政庁がどう判断するのか注目される。

★リノベ事業に参入

年間600戸供給へ

三菱地所レジデンス

三菱地所レジデンスはこのほど、リノベーションマンション事業への取り組みを正式に発表
した。これまでパイロット事業として手掛けた 3 物件が順調に進んだことから、10 月から新
たに専任グループを組織。当面は年間 100 戸を目標に供給し、将来的には 500 〜 600 戸の
ボリュームにしていく考えだ。首都圏の主要駅徒歩圏エリアで展開する。新耐震基準であるこ
とが前提で、1 戸単位のほか 1 棟リノベーションも手掛ける。販売価格 3000 万〜 4000 万円
の 1 次取得者層を中心に、シングル・ディンクス向け、更には『億ション』などにも広く展開す
る方針だ。価格設定は、新築よりも 2 〜 3 割安を目線にする。

★福島でメガソーラー第1期稼働

森トラスト

森トラストは 9 月、福島県西白河郡にメガソーラー施設を完成させた。施設名は「森トラス
ト・エネルギーパーク泉崎」。第 1 期事業として、約 6.4 ヘクタールの土地に、ソーラーパネル
約 1 万枚を設置した。最大出力は約 2 メガワット。年間の発電量は約 230 万キロワット時を
見込んでおり、これは一般家庭の約 700 世帯分の年間使用電力量を賄うことができるという。
事業開始時期は未定だが、最大出力約 8 メガワット、発電量約 920 万キロワット時の第 2 期
事業も計画している。

