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迫本部長　本日はお時間をいただきましてあり
がとうございます。
翁長市長　ハイサイ メンソーレ。新しい市庁
舎で皆さんをお迎えできた事をとてもうれしく
思います。「市民職員にやさしい交流庁舎」を目
指して、緑に覆われた、免震構造の建物になり
ました。災害の時は避難ビルとして7,000名～
8,000名が5階以上に避難できるように考えられ
ています。

迫本部長　外壁の緑が成長してくると、街のイ
メージがずいぶん変わるでしょうね。
　那覇市は役割がとても大きく、課題も多岐に
わたると思いますが、今日は市長に那覇市のま
ちづくりについて、お話をうかがいたいと思いま
す。市長が那覇市のまちづくりにおける取り組
みで、大切にされているのはどのような事でしょ
うか。

翁長市長　大きな理念として「協働のまちづく

り」を掲げて取り組んでいます。私は平成12年に
市長に就任した時に、市民と市の職員が一緒に
なってまちづくりに取り組んでいかなければ“日
本一の那覇市"になることはできないと考えまし
た。そのためにまず始めに「市役所とは市民に対
するサービス産業である」事を念頭に、市役所の
ISO9001の認証取得に取り組み、職員の意識改
革をすすめました。職員の努力によって市民本
位の行政サービスの提供をおこない、市民満足
度を高めて、市民との信頼関係を構築すること
に力を注ぎました。そのうえで、市内の道路や
公園の掃除などの管理業務を「協働」で行うため
に、地域の企業や自治体、通り会などの皆さん
とボランティア協定を締結していきました。協
定締結団体は、今では1,000団体以上に達して、
その輪はどんどん広がっています。市民の皆さ
んが身近な道路や公園に愛情を持って接してい
ただいています。今後はそれぞれの活動を結び
つけて、個々の活動が線でつながれ、線が増え
る事で面になっていくように、まちづくりの活
動を発展させていきたいと思います。そのため
に、それぞれの分野で活躍する方々を協働大使
として委嘱させていただきました。協働大使は
今や400名を超えています。さらに横断的な連
携を深めるために協働大使による「那覇市協働に
よるまちづくり推進協議会」も結成されました。
また平成21年に栄町市場でスタートした「なは
市民協働大学」という活動があります。これは「福
祉」「子育て」「防災」などのテーマで、まちづく
り団体の活動を見学したり、実際に参加したり、
グループでの話し合いを通してまちづくりへの
参加のきっかけやつながりを作る機会になって
います。「協働のまちづくり」が発展していく事は、
人と人のつながりの深い、愛着と誇りの持てる
まちが育っていく事だと考えています。

迫本部長　那覇市はものすごく活発ですね。

翁長 雄志
那覇市市長

迫 幸治
公益社団法人 全日本不動産協会 沖縄県本部 本部長
公益社団法人 不動産保証協会沖縄県本部 本部長



3

翁長市長　そこに暮らす人々が心の豊かさを感
じてもらえる、まちづくりにしていかなければな
りません。いろいろな取り組みがありますが、「ハ
イサイ、ハイタイ運動」もそのひとつです。沖縄
にはエイサーや旗頭などの、地域の大人から子
供まで、みんなが一緒にかかわって行う行事や
文化があります。それらの根底にある“うちなー
ぐち"を大切にして、自分たちの文化を守り、育
てていきたいとの思いがあります。沖縄の子供
たちが、生まれ育った地域に誇りを持って、ア
ジアや世界に羽ばたいていって欲しいと思いま
す。

迫本部長　まちづくりのソフトの部分をとても
大切にされていますね。

翁長市長　ソフト、ハードの両方がバランス良
く発展していかなければなりません。
　ハード面では都市基盤の整備を進めています。
まず始めに防災ですが、那覇市は海抜の低い地
域が多く、津波に対する備えが必要です。冒頭
にお話しましたが、この市役所庁舎は万一の際
の避難ビルになっています。また若松市営住宅
の跡地にも約2,000名が避難できるビルを建築

します。久茂地の沖縄タイムス本社ビルを始め
とした、約100箇所の建物と協定書を交わし、
避難に対する備えをとっています。防災マップ
を作って、配布し、避難所の周知を行っています。
　市街地の開発については、新都心がこの13年
で人口が急増したために、学校不足に応えるた
めに銘苅小学校、天久小学校が相次いで開校し
ました。また銘苅庁舎のあった建物は首都圏な
どから情報通信関連企業を誘致して、約150社、
1万人の雇用を生んでいます。隣接する真嘉比・
古島地区でも新しい公園ができ、道路が開通し
て市街地ができつつあります。
市街地の再開発では牧志・安里地区や旭橋地区
の再開発が完成しました。街区が新しくなって、
新たな人の流れができています。引き続き、農
連市場の再開発事業の計画に取り組んでいます。
こちらにはおよそ70世帯の市営住宅を予定して
いますが、義務教育就学の子供さんが3人以上
いる世帯に提供したいと考えています。まちな
かの賑わいを生み出すとともに、子育て支援の
環境を整えます。那覇市内で初めての小中一貫
校である神原小中学校区でもあります。
老朽化が著しい市営住宅の立て替えや公園整備
も順調に進んでいます。那覇のまちにひとつず
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つ新しい顔が生まれています。

迫本部長　案件の多さに驚きますが、対応する
スピード感が素晴らしいですね。

翁長市長　沖縄は昨年、本土復帰40周年をむか
えました。その間10年ごとに政府が策定する「沖
縄振興開発計画」に沿った内容と予算で、主とし
て「経済の自立」を目指した公共の事業を進めて
きました。一昨年、沖縄県が初めて独自で「『沖
縄21世紀ビジョン』～みんなで創るみんなの美
ら島　未来の沖縄～」と題して、2030年の将来
あるべき沖縄の姿を描き、その実現に向けた取
り組みの方向性と県民や行政の役割を明らかに
した基本構想を策定しました。それまでの40年
間は10か年ごとの計画を政府が用意してくれて、
その指標を追いかけていた訳ですが、今回は県
民の議論とアンケートによって沖縄県が策定し
たのです。その中で県民が望む沖縄の将来像の
内容のおよそ半分が「沖縄らしい、やさしい社会
の構築」に表されるものになっていました。もち
ろん経済の自立の課題はあがっていますが、自
然や文化を守り育て、やさしい沖縄でありたい
というのが県民の望む沖縄の将来像なのです。
　昨年から沖縄振興一括交付金が創設され、「沖
縄21世紀ビジョン」と照らしながら、自分たち
が本当にやりたかった事ができるようになりま
した。那覇市の「協働のまちづくり」が沖縄県の

「沖縄21世紀ビジョン」と協調して発展していく
事を思うと、本当に楽しみでワクワクします。
　那覇市では昨年から渡名喜村、座間味村、粟
国村、渡嘉敷村、今年から久米島町も加わって
市と離島の観光振興や住民の交流を進めるため
に連携事業を行っています。「島たび助成」として
往復のフェリー運賃と宿泊費の助成を行い、年
間約8,000名の方に離島に宿泊していただいて
います。

　また、「無料公衆無線LANサービス『NAHA-
City-WiFi』」として、那覇市内に115箇所のアク
セスポイントを整備して、国際通りや首里城公
園などの主要な観光スポットで無料公衆無線
LANサービスの提供を開始しました。これは国
内観光客および外国人観光客の受け入れ環境の
充実と中心市街地の活性化を目的としたもので、
英語・中国語・韓国語にも対応しています。
　いずれも経済・観光振興に寄与するものとし
て実施した事例です。そのほかにも認可外保育
施設の環境整備事業や幼稚園・小中学校の施設
環境整備事業など、すべての分野で200項目あ
まりの事案が進められています。職員や市民の
方々が自分達で知恵を絞って、自分達が本当に
やりたかった事業で汗を流しています。

迫本部長　那覇市の益々の発展と市長のご活躍
を期待いたします。

翁長市長　ユタサルグトゥ ウニゲーサビラ。ニ
フェー デービル。

那覇市について、取り組んできたこと、こ
れからやっていきたいことを語ると、い
くら時間があっても足りないと翁長市長
は仰っていました。ご多忙の中、本当に
ありがとうございました。
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合同会社 スマート
代表者：赤城　由美
取引主任者：赤城　貴光
住所：西原町字嘉手苅73
TEL：098-988-1997　FAX：098-988-1997

株式会社 ゴールデンウッズ
代表者：赤嶺　良一
取引主任者：赤嶺　良一
住所：那覇市宇栄原4丁目4番25号
TEL：098-857-2551　FAX：098-857-2551
趣味： ゴルフ・ボーリング・カラオケ・園芸
セールスポイント：プラスワンの行動

スイマールエステート 株式会社
代表者：永峯　健司
取引主任者：永峯　健司
住所：那覇市字松川329 -1 3F
TEL：098-963-9604　FAX：098-963-9684

アズフロンティア
代表者：鹿川　勉
取引主任者：鹿川　勉
住所：浦添市経塚691番地 カサ・デ・ソル101号
TEL：098-877-4070　FAX：050-3156-2184

アイ・ジー・ピー・ホーム 株式会社
代表者：柿元　憲一
取引主任者：柿元　憲一
住所：石垣市字白保524番地4
TEL：0980-83-9113　FAX：0980-83-9113

ワンズトラスト 株式会社
代表者：大湾　喜之
取引主任者：大湾　喜之
住所： 浦添市字大平392番地1 あゆみ荘106号
TEL：098-917-0308　FAX：098-917-0309

New Member

★教育研修委員会
　宅地建物取引業法をはじめとする法規や、税務につ
いての解説。
　また、取引上のトラブルに対する防止策および解決方
法など、宅地建物取引業を営む上で欠かす事のできな
い知識を学ぶ「法定研修」を実施しています。

◎平成25年度　第2回法定研修会　9月26日（木）
『コストをかけずにここまで出来る…
� 業務支援ツールの活用術を学べ』
『今更聞けない重要事項、契約書作成のポイント…
� プロフェッショナルの書類はこう作る!』�
講　　　　師：�（公社）全日本不動産協会� �

全日本不動産近畿流通センター�
副運営委員長：南村　忠敬

業務支援ツール　協会提供　不動産専門ポータルサイ
ト　「Z・brain.NET（契約書+重要事項説明書　作成等
システム」の活用方法をご紹介しながら、契約書類の作
成ポイントなどについて講演して頂きました。
　今回の研修で、業務支援ツールを初めて知った方、知っ
ていたけど上手く活用出来なかったという会員の皆様か
らは、「早速システムを利用します」などの声を頂き、後
日操作方法などの問い合わせも多 あ々り、大変充実した
研修内容でした。

★流通推進委員会
◎平成25年度　第1回流通研修会　10月17日（木）
『会員のための契約業務支援システムの利用法・
� 短期履修コース』

～クラウドを理解すれば、使いこなせるシステムが見えてくる！～
講　　　　師：�（公社）全日本不動産協会� �

全日本不動産近畿流通センター
副運営委員長：南村　忠敬

不動産専門ポータルサイト　「Z・brain.NET（契約書+
重要事項説明書　作成等システム」のPC実務研修を行
いました。今回で３回目となるＰＣ研修は、受講中もサポー
トスタッフに対しての質疑も盛んに行われ、会員の皆様
のスキルアップがかなり見られました。「Z・brain.NET�」
は、宅地建物取引業法に準拠していることはもちろん、
法改正にも素早く対応しているシステムです。ヘルプ機
能も入力方法だけではなく、業法の説明や標準的な文
例などを確認する事ができます。会員の皆様！ぜひ業務
にお役立てください。

★組織委員会
『不動産業開業セミナー』　11月1日（金）
　今回で3回目となるセミナーは、当日参加を含め計
31名の方 に々ご参加いただきました。
　開業までの手順や、指定流通機構レインズの活用方
法など、受講者の皆さまは熱心にメモを取る姿が多くみ
られ、不動産業に関する関心の高さがうかがわれました。
　セミナー終了後の「個別相
談会」では、開業資金に関
する事・開業後の実務の流
れなど様 な々ご質問を受けま
した。開業についてのご相談・
免許申請手続きなど、（公社）
全日本不動産協会沖縄県本
部にて、随時受け付けており
ますのでお気軽にお問合せく
ださい。

委員会活動報告

8月

7月
3日 第２回組織委員会

12日 第１回法定研修会
沖縄県住宅支援協議会

17日 HP検討会　流通
18日 名護無料相談

25日 第３回総務委員会

5日 第４回理事会
7日 ゆい 糸満市訪問

15日 ゆい 那覇市訪問

15日 財務月次監査
29日 県庁訪問

17日 第５回理事会
第４回総務委員会

19日 第３回組織委員会
24日 財務委員会（総本部）
26日 第１回法定研修会

取引相談委員会
5日 協定書締結

11日 九州沖縄地区協議会

理事会及び各委員会の動き（平成25年7月～9月）

9月
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　容積率の移転とは、都市計画で定められた容積
率（建物の敷地面積に対する総床面積の最高限度
を定める割合・指定容積率）のうち、未利用の部
分を他の土地に移転することを言います。その対
象となる権利を、一般的には「空中権」と呼び、一
定の条件の下で、容積率を移転出来ることで（実
際は移転先の容積率の割り増し）、対象土地に係
る法的制限を超えて高度利用が可能となります。
　一方、土地の上空又は地下の一部を利用する契
約により、設定する空間の上下の範囲を定めて土
地を独占的に使用する権利を設定することが出来
ます。その法的な形式によって「区分地上権」また
は「区分地上権に準ずる地役権」に分類され、上空
に関する区分地上権も「空中権」と称する場合があ
ります。

【容積率移転による空中の利用】

　容積率の移転を可能にするため、現行法制度で
は次に挙げるものがあります。

≪建築基準法≫
・一建築物一敷地の原則の適用に合致
・用途上不可分の扱いとされる建築物
・総合的設計による一団地の認定
・連担建築物設計制度（注1）

注1.�複数敷地により構成される一団の土地の区域内において、既存
建築物の存在を前提とした合理的な設計により、建築物を建築
する場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上、
衛生上支障ないと特定行政庁が認めるものについては、複数建
築物が同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用します。

≪都市計画法≫
・特定街区
・再開発地区計画
・容積適正配分型地区計画（注1）
・特例容積率適用区域制度（注2）

注1.�容積適正配分型（地区計画）は、平成4年の都市計画法の改正で
創設されたもので、地区計画の定められた地区内の、ある区域か
ら別の区域へ容積率を配分（移転）することを認めた制度です。� �
「地区計画」とは、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のま
とまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりき
め細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制
を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。

注2.�特例容積率適用地区とは、市街地の防災機能の確保等のため、�
火災の際の延焼防止等の機能を有する屋敷林や市民緑地等の未
利用容積を移転することにより、これらの防災空間を確保しつつ、
建築物の共同化や老朽マンショ�ンの建て替え等を円滑に進める
ため、平成12年（2000）の建築基準法・都市計画法改正により商
業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設。平
成16年（2004）の法改正で第一種低層住居専用地域・第二種低層
住居専用地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用が
可能となり、「特例容積率適用地区」の名称に変更されました。

�

（資料：不動産鑑定士・鎌倉靖二） 開業当初は空中権なんて想像もつかない…（JR 東海資料館：東京駅）

教育研修委員会
研修会で質問のあったテーマについてレポートいたします。

質 疑 応 答

1. 容積率移転取引…土地を売らずに利益を得る方法 !?

公益社団法人 全日本不動産協会 
全日本不動産近畿流通センター・ 

システムソリューション事業部長
兵庫県本部長　南村　忠敬
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電力会社の高圧線が上空を過っている土地の売買
や住宅の売買、賃貸など、宅建業者として気にな
る重要事項の説明について、まず、前提の整理を
行っておきましょう。

1）高圧線とは

電気設備に関する技術基準を定める省令・抜粋（以
下技術基準）
（平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号）

最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第
六八号
（用語の定義）

第一条
六�「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電
気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で
被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
八�「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及び
これらに類する場所並びに電気使用場所相互間の

　つまり、建築基準法に規定される制度の下にお
いての容積率の割り増し又は移転若しくは、都市
計画法の制度を利用した割り増し又は移転が、前
述した現行法制度の下で可能となっているという
ことですから、地域地区、用途に関係なく、自由
に余剰容積率を売買出来るということではありま
せん。

【空中権の公示方法は】

　余剰容積の利用権は、我が国においては現行法
上の明文規定はなく、法制度としても社会的に認
知されておらず、完全所有権と比して、担保価値
や公示力に劣ることが指摘されています。
　この権利形態は、物権（建築不作為の地役権・
民法第280条、又は区分地上権・民法第269条の2）
とする場合と、債権として取り扱う場合がありま
す。
　一般的には、債権として取引し、公示の段には
地役権を設定することが用いられているようです
（東京丸の内1丁目特定街区など）。
　他方、税務的には、余剰容積率の売買はその利
用権の売買であるとされ、私人間の契約による債
権と解されています。
　しかし、債権は権利の保護などの点で不安定で
あるため、実際の取引では、私法上認められてい

る各種権利が応用又は適用されていることは前述
したとおりですが、いずれの契約形態を採ったと
しても、容積率を移転する側では一定の容積率以
上の建築物を建築することができないという効果
が生じ、容積率の移転を受ける側では基準容積率
を超える建築物の建築が可能となるといった効果
が生じることに変わりはないから、容積率移転の
法的性質は、土地の所有権又は借地権に基づく使
用権の一内容としての建築権のような権利の移転
であると解すことが出来ます。
　そして、我が国の私法上、このような建築権を
土地の所有権又は借地権から切り離し、独立した
処分可能な財産権と構成することは困難ですので、
譲渡という法的形態により取引が行われたとして
も、その実態は譲渡先に利用権を与えるものであ
り、それは土地の一部の貸付けに準じたものと解
すべき、と言うのが国税庁の見解です。従って、
現行法下での余剰容積率の売買対象となる利用権
の税法上の性質は、容積率の移転を受けることに
よって、その土地の利用価値が増加するという効
果が生ずるから、容積率移転の対価は「土地の取
得価額」として対応しています。

2. 高圧線や鉄塔の影響を受ける土地売買などの重要事項の説明は ?
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電線（電車線を除く。）並びにこれを支持し、又は
保蔵する工作物をいう。�

（電圧の種別等）�
第二条　�電圧は、次の区分により低圧、高圧及び

特別高圧の三種とする。�
一　�低圧�直流にあっては七百五十ボルト以
下、交流にあっては六百ボルト以下のも
の�

二　�高圧�直流にあっては七百五十ボルトを、
交流にあっては六百ボルトを超え、七千
ボルト以下のもの�

三　�特別高圧�七千ボルトを超えるもの�

つまり、高圧線とは、直流750V以下、交流は
600Vを超え、7000V以下の強電流電気の送電の為
の電線と電線路設備（地中、架空含む）と、特別
高圧（7000Vを超える交流）電線及び電線路設備の
総称として使用される言葉。又、電線には、通信
回路のような弱電流電気の伝送に使用されるもの
やケーブルは含まれておらず、それらを電線とは
呼ばない。�要するに100V�以上の電源回路に使用
される裸線、絶縁電線及びケーブルと思って下さ
い。
　一方、「鉄塔」とは、本件の場合高圧送電用鉄塔
を言い、技術基準においては、架空電線路の支持
物の一つを指します。JEC-127「送電用支持物設計
標準」に基づいて「鉄塔」として設計されたものを
「鉄塔」と定義します。鉄塔として設計されていな
いEC-129の「鉄柱」と区別します。鉄塔には線路名、
鉄塔番号、建設時点が識別できるように鉄塔番号
札を掲示してあるので、対象地両方向の鉄塔を鉄
塔番号札の情報で特定し、電力会社に電圧、送電
線地上高、離隔距離などを問い合わせることが出
来ます。

2）高圧線下（高圧線下地）とは

　電気事業者が電気を送電するために架設した電
線が架空された土地を「高圧線下地」といいます。

電気事業者が、電気設備に関して公共の安全を確
保するため、技術基準では、架空電線の建築制限
や建造物との接近等について定めています。電気
事業者は技術基準を遵守しなければならないため、
線下の土地所有者との間で私法上の契約をして技
術基準に適合するよう、利用制限することになり
ます。つまり、この利用制限の掛る範囲が高圧線
下と定義されるのが一般的です。
　電気事業者は、上述のとおり土地所有者との間
に、地役権設定による地役権設定登記で第三者対
抗力を備えているのが一般的（この場合は地役権
図面が提出されているので、平面的にその範囲を
特定することが可能）ですが、当該登記がなされず、
送電線架設保持に関する契約（債権契約）のみを
交わしているケースもあります。又、例外的に何
らの契約も存在しないケースも存在するので、そ
の範囲を確定することが難しい場合もあります。

3）架空電線の建築制限や建造物との接近等

■技術基準133条：特別高圧架空電線と建造物との接近

使用電圧の区分 離間距離

35000V以下のもの 3ｍ

35000Vを超えるも
の

3mに使用電圧が35000Vを超え
る10000V又はその端 数ごとに
15cmを加えた値

建造物等の建築制限に関していえば、使用電圧の
レベルにより建築等を制限する離隔距離が異なっ
ている。

（資料：関西電力）
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使用電圧が
17万Vを超える

使用電圧が
35000V～ 17万V

使用電圧が
35000V以下

電線を中心に3m
＋ αを半 径とす
る区域と相互（特
別高圧架空電線
と建造物）の水平
距離（第二次接近
状態）を3mとし、
3m以内の直下の
範 囲が建 築でき
ない。

3mに使用電圧が
35000Vを超える
10000V又はその
端数ごとに15cm
を加えた値の範
囲は建 築できな
い。

送 電 線からの離
隔 距 離である直
線距離3mの範囲
内は建 築できな
い。

※�建設可能な高さを算出する計算例� �
地上より20mに16万Vの高圧電線下の場合� �
3m+[（16万-35000）÷10000]×0.15=4.875� �
20m-4.875m=15.125mとなる。

　線下地の範囲は、第2次接近状態に相当する送
電線の最外線から3mの範囲とされることが多く、
電気事業者との債権契約による賃料は「両側側線
の線間幅に左右3mずつの
距離を加えた範囲」を対象
として算定されています。
土地収用委員会の裁決例
では、この範囲について
不明確なものが多いのです
が、やはり外側線から3m
までのものが比較的多いよ
うです。

【不動産調査の注意点】

　不動産の調査で現地実査をするとき、上空の高
圧線を確認することを忘れがちです。対象地の境
界や、道路幅員、未登記建物の有無等々、通常視
界域の確認には注意を払うが、上空を仰ぎ見るこ
とをつい失念してしまう。「送電線が上空にあれば
地役権登記があるはず」と、安易に思い込んでい
ると、線下地で地役権登記がなされていないもの
に該当した場合、思わぬ事態に契約そのものが危
ぶまれることも覚悟しなければなりません。従っ
て、当該対象不動産に高圧線の影響が考えられる
場合、前述したとおり最も近くに在る鉄塔に記さ
れている識別情報を確認し、管轄電力会社へ詳細

を問い合わせるなどして、建築制限や接近距離な
どを重要事項として調査することが肝要です。
　又、価格査定時の注意事項としては、特別高圧
架空電線が対象地の上空を通っており、架空電線
の建築制限や建造物との接近等で制約があれば、
線下の土地所有者は、そのエリアで最有効使用と
判断される建物を対象地上に建築することが困難
になるため、経済的価値は当然減価されることに
なり、この減価の程度は、対象地の最有効使用が
どの程度の阻害を受けるかで判断されることにな
ります。例えば、平屋が多い工場地と中高層マン
ションが標準的利用形態であるマンション適地域
では、立体的利用の阻害程度は異なることにも注
意が必要です。一般的にこの阻害程度による減価
の査定には、国土交通省損失補償取扱要領による
「土地立体利用率配分表」、「建物階層別利用率表」
が用いられています。
　更に、景観や送電線通過による心理的圧迫感、
騒音や電磁波等の影響（医学的根拠は希薄で確立
された所見は無い）による減価は、購入予定者夫々
のメンタル面に大きく依拠するため、物理的減価
のような定量的分析は困難であるといえます。こ
の減価率を根拠付けていくには、多くの線下地の
取引事例の蓄積と送電線の各種要因の属性がデー
タベース化されて分析され、その属性と減価との
相関が統計的手法などで解析することが必要とさ
れるでしょう。
（参考:高圧線下地の評価・不動産鑑定士�山田毅）

東電の鉄塔番号札（イメージ）

高圧線下地図面（イメージ資料：SUUMO）
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第1 はじめに

　今回は、借地借家法10条の借地権の対抗力と同

法11条の賃料等増減額請求権について解説したい

と思います。

第2 借地権の対抗力

1 借地借家法10 条の由来について
　借地借家法の解説の最初に説明しましたが、借地

借家法は、借地法、借家法そして建物保護に関する

法律の3つが合体してできたものです。借地借家法

10条は、3つのうちの建物保護に関する法律に由来

する条文です。

2 借地権の対抗力の重要性

（1）契約の拘束力について
　契約が拘束力を持つのは当事者が約束をしたと

いうその「意思」に根拠が見いだせます。この様に

考えると契約の拘束力は契約をした当事者間にお

いてのみ効力を有し、約束をしていない第三者には

その効力は及ばないと考えるのが素直です。

　�土地の賃貸借契約についても、契約当事者は、

契約時点における土地所有者と借主ということに

なるので、土地賃貸の拘束力も当該約束をした当事

者間においてのみ有するのが原則となります。

（2）対抗力の付与
　�しかしながら、この原則を貫くと、例えば、地

主がその後第三者に土地を譲渡した場合はどうな

るでしょうか。土地を譲り受けた新たな所有者は、

土地賃借人に対し、「私はあなたと土地賃貸の契約

をした事実はないので土地を明け渡して欲しい」と

いうことがいえるのかが問題となります。

　�民法の一般的な原則としては、新たな所有者は、

賃借人に対して、上記主張は可能とされています。

しかしながら、建物所有の土地賃貸の場合、賃借人

は、少なくとも数十年間の使用を念頭において、ま

た多額の費用を掛けて建物を建築しますので、土地

所有者が所有権を譲渡した途端に賃借権の主張が

できないと大変なことになります。民法上は、土地

に借地権の登記をすれば、この様な場合にも賃借権

は対抗可能とされていますが（民法605条）、土地

所有者と賃借人の力関係を考えると土地に賃借権

登記の設定をすることは余り期待できません。

　そこで、この様な建物所有目的で土地を借りた賃

借人を保護するためにもうけられた規定が借地借

家法10条です。元々の法律の名前が「建物保護に

関する法律」とされているのは、まさに建物を保護

することにその主眼があるからです。

（3）対抗力を具備するための要件
　�借地人が対抗力を具備するための要件は、借地

権者が当該借地上に登記された建物を所有してい

ることです。つまり、借地上にある建物が借地人名

義で登記が具備されていることが対抗力を具備す

るための要件です。　

�

（4）注意点
　�借地の対抗力に関する借地借家法10条の適用に

ついては2つの注意点があります。

　�まず、借地上の建物登記ですが、これは借地権

第8回目
借地借家法について（その5）
ふじ法律事務所

（公社）全日本不動産協会沖縄県本部

レクチャーLecture
不動産事業所
職員のための
法律講座

所在地：沖縄市知花1-26-3 銘苅ビル3階
TEL：098-938-7370
営業時間：9 ～ 18時（※お問い合せは24時間受付）
URL：http://www.fuji-law.com/

事
務
所顧問弁護士　 藤田 雄士

ふじた　ゆうじ
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者自身の名前で登記を具備している必要がありま

す。裁判例の中には、同居の長男名義で登記してい

た場合や、建物を譲渡担保に提供し債権者名義で登

記していた例について賃借権の対抗力を否定した

ものがあります。

　�建物に借主名義の登記を具備することにより保

護されるのは、賃借権の場合のみです。使用貸借契

約に基づく借主は建物登記を具備しても保護され

ません。「ただより高いものはない」ということわ

ざは、ここにも当てはまります。使用貸借契約の場

合に、対抗力が具備されないのは、借地法1条にそ

の根拠があります。借地借家法は建物所有を目的と

する地上権及び賃借権を対象とする法律であり、使

用貸借契約は対象外となるからです。

第3　地代等増減請求権

1 地代の増額減額請求権
　地代の増額請求は、土地賃貸を巡る典型的な紛争

事例といえます。しかしながら、実際に調停や訴訟

提起にまで進む例は少なく、紛争を抱えた状態で長

期間経過している事例がよく見られます。

　調停や訴訟になりにくいのは当該紛争が持つ経済

的価値にあると思います。例えば、50坪賃貸してい

る土地について月当たり坪100円の値上げを要求し

た場合、年間の値上げ額は1ヶ月当たりの値上げ額

×12ヶ月=（ 50坪×100円）×12ヶ月=6万円とな

ります。年間6万円、10年分に換算しても60万円

という経済的価値を考えると専門家である弁護士に

費用を払ってまで依頼することには躊躇するのでは

ないかと思います。もちろん、地主さん自身で行う

こともできますが、やはり自分で調停や裁判をする

ことには抵抗のある地主さんが大半だと思います。

　確かに訴訟になると負担も大変だと思いますが、

調停については弁護士を依頼しなくても自身で対

応可能な場合も多いので積極的に活用されること

をお勧めします。

2 どの様な場合に増額、減額請求が認められるか
　借地賃料の増額減額請求が認められるための要

件は以下の3つの要素を考慮した場合、当該賃料を

維持することが不相当いえる状態になった場合で

す。3つの要素とは、①租税その他公課の増減、②

土地価格の上昇又は下落その他経済情勢の変動、そ

して③近傍類似の土地の地代との比較です。①で念

頭におかれるのは主に固定資産税です。賃料増額が

認められる典型的な例は、貸した当時の賃料のまま

20年も30年も経過している場合です。

　紛争としてはほとんどの場合が増額請求ですが、

減額請求も認められます。

3 �増額請求を受けた場合の賃借人の対応� �
（借地借家法11条 2 項）

　増額請求乃至減額請求を受けた場合、賃借人とし

てはどの様な対応をする必要があるでしょうか。増

額請求の場合も減額請求の場合もまず賃貸人と協

議をする必要があります。

　問題は協議が整わない場合ですが増額請求を受

け協議が整わない場合、つまり賃貸人からの増額請

求に納得しない賃借人は、増額を正当とする裁判が

確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払うえ

ばよいとされます。

　例えば、地主が坪あたり月200円の賃料を月400

円に値上げの請求をした場合、借地人が月300円が

相当と考えた場合には月300円の賃料を支払えばよ

いということになります。もちろん、現状の200円

が相当であると考えれば月200円を支払えばよいと

いうことです。相当な金額を支払えばよいというの

は、その後判決により賃貸人の増額請求が認められ

たとしても、当初から賃貸人の請求どおりの賃料を

支払わなかったことを理由とする解除は認められ

ないということを意味しております（もちろん、増

額が確定した後は速やかに支払う必要があります）。

　但し、結果的にその後の裁判で現実に支払った額

以上の増額が認められた場合には、請求を受けた日

に遡り不足額+年1割の利息を付加して支払う必要

があります。
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　平成24年1月に月200円から400円の増額請求を

受けた賃借人が賃貸人と協議をしたが整わないの

で月300円にて同年1月分より支払を開始したとし

ます。その後調停、裁判を経て、平成25年12月に

月400円を相当とする裁判が確定した場合には、不

足分の月100円×24 ヶ月分+不足額に年1割の利

息（各支払日毎）を付加して支払う必要があること

になります（利息の計算は細かいので省略します）。

　「相当と認められる賃料」の基準は必ずしも明確

ではありません。単に主観的に考えればよいという

ことを意味するものではなく、ある程度相場等に照

らしてということになりますので注意が必要です。

4 �減額請求を受けた場合の賃借人の対応（借地借家
法11条 3 項）

��減額請求ですが、これは増額請求の場合と逆に請

求するのは賃借人であり、賃貸人が請求を受ける側

になります。減額請求を受けた賃貸人（地主）は、減

額を相当する裁判が確定するまでは相当の賃料を請

求することができます。相当の賃料請求できるとい

うことは、賃借人とすればその請求に応じない場合

には債務不履行により賃貸借契約を解除される可能

性があるということになります。

　減額請求の場合にも増額請求の場合と同様に、結

果的にその後の裁判で減額が認められた場合には、

請求を受けた日に遡って余分に受領した賃料に年1

割の利息を付加して返却する必要が生じます。

5 増額・減額の手続き
　賃料増額若しくは減額を求めるための手続きは

以下のとおりです。

　まず増額請求や減額請求を受けた場合には、ま

ず賃貸人と賃借人との間で賃料について①協議を

する必要があります。協議が整わない場合には、

増額若しくは減額を求める側で賃料増額若しくは

減額の②調停を起こす必要があります。調停によっ

ても、協議が整わない場合には③訴訟を提起し裁

判所に判断してもらうことになります。なお、調

停を経ずに裁判を起こすことはできません（これを

調停前置主義といいます。離婚裁判の場合と同様

です）。

　賃料増額請求や減額請求は、後に増額若しくは

減額が確定した場合には通知を受けた日に遡って

効力を生じます。したがって、増額請求や減額請求

はできる限り内容証明郵便により請求の意思が相

手方に届いたことが明らかになる形で行うことが

望まれます。

6 賃料額増減特約

（1）賃料不増額の特約
　�賃料を一定期間増額しない旨の特約は有効とさ

れています（借地借家法11条1項但書）。但し、余

りに長期間にわたる場合や合意期間中に経済的状

況が激しく変動した場合には増額が認められるこ

ともあるとされています。

（2）賃料自動増額特約
　では、不増額と逆に賃料を例えば2年ごとに5%

ずつ増額するといった自動増額特約の効力はどう

でしょうか。これについては、自動増額特約に基づ

く賃料が不相当になったとして提起された賃料減

額請求が認められるかという形で最高裁まで争わ

れた例があります。裁判所は、賃料減額請求は借地

借家法32条にさだめのある強行法規であり、増額

特約が存在しているとしても減額請求を排除する

ことはできないとして減額請求権の行使を認めて

おります（最判平成16年11月8日）。

7 最後に
��賃料増額・減額請求は、話し合いがつかず、賃借

人が供託するという形で紛争が長期化している例

が多々見られます。確かに、裁判となると当事者の

負担も大きいと思いますが、実際には調停で解決し

ている例も多々ありますので積極的に調停を活用

してみるのも一つだと思います。

以上
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　皆さんは、自分にもしものことがあった場合のこ
とを考えていらっしゃるでしょうか。自分のことで
あっても、記憶や記録が定かでない人は多いことで
しょう。財産や債務を持つ方が自分自身でこれらの
情報を整理しておくと、財産の運用や処分、承継の
手続きがスムーズに行われ、相続税や贈与税の負担
軽減を十分に考える余裕も生まれます。
　エンディングノートは、一般的には、自分がどの
ように生きてきたかを記し、家族や関係者への思い
と共に、いざというときの対処の方法について、希
望があるのであれば自分の言葉でメッセージを残
しておくノートのことです。
　その場合、不動産については、どのような情報と
資料を整理しておけばよいのでしょうか。たとえば
次のようなものがあげられます。

■情報
・ �不動産の種類、登記簿上の所有者、実質的な利用
者、所在地・家屋番号、地積・面積、抵当権の有
無と借入残高、持分、用途（例�居住用、事業用、
賃貸物件、駐車場用地等）

■確認書類
・ �市町村役場で入手するもの（固定資産評価証明
書、地積図・併合図、公課証明、名寄帳、航空写真）

・ �法務局で入手するもの（登記事項証明書、地図証
明書、図面証明書）

・ �賃貸借契約書、これらの不動産の取得時の資料
（購入・建設時の契約書、領収書、確定申告書、
贈与税申告書、相続税申告書等）

■今後の作業スケジュール
�これらの資料やその他財産の資料をそろえたら、
生涯利益や贈与税、相続税などの試算もできるよう

になります。今からのスケジュールを考えてみま
しょう。ポイントは今受けられる利益は最大限に活
用し、将来のトラブルの原因となる課題を発見し、
取り除いていくための作業になります。

①�整備の必要な物件がないか（未登記物件の登記、
境界線の確定、分筆・合筆、固定資産税の変更手
続き、相続手続き未整備物件の相続手続き、抵当
権抹消手続き、係争のある物件）

②�より有効な活用方法の検討（非収益物件から収益
物件への用途変更、共有地を実際の所有すべき者
に名義変更、生前贈与、相続税節税対策、不要な
財産の譲渡又は新たな有用な財産取得の検討）

③�具体的な手続きに着手（測量、登記、遺言書の作
成、贈与契約書の作成、売買、建設、各種税務手
続き）

■税制の動向を視野に入れておきましょう
　平成25年度税制改正で、平成27年1月1日以後
の相続・遺贈について基礎控除の引き下げや最高税
率の引き上げなど、今までよりより多くの人が課税
を受ける可能性が高まっています。一方贈与税は最
高税率の引き上げが行われますが、子や孫等が受贈
者となる場合の贈与税の税率構造を緩和して贈与
をしやすい環境を整備しています。これらの仕組み
も学びつつ、限りなく最善の選択をするためのエン
ディングノートを作成していきましょう。

※�個人の事情によって有利不利は異なりますので、
個別の事案については税務署の「税務相談室」や
税理士にご相談下さい。�

「エンディングノート
   作成のすすめ」
鈴木和子税理士事務所

レクチャーLecture
不動産事業所
職員のための
会計と税務講座

所在地：那覇市壺川1-1-15 アルファビル202
TEL：098-835-9270
URL：http://www.tkcnf.com/ksuzuki/pc/

事
務
所

所長　 鈴木  和子
すずき　かずこ
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　ちゅらさんシリーズは、豊見城市宜保にある（有）
ティダエステート（波平忠敏社長）の上地広美さんに
お話を伺いました。

　専門学校を卒業して今年23歳になる入社3年目の

上地さん、仕事から学ぶことが多く充実した日々を過

ごしているようです。出身は宮古島で4人兄弟の末っ

子、大らかな性格と笑顔が特徴の元気な女の子です。

高校を卒業して一人住まいをするため部屋探しをして

いてネットなどで部屋を見たり、案内されたときに、お

部屋探しの仕事をしたいという思いが湧いてきたそうで、

その思いが叶って（有）ティダエステートに就職し賃貸管

理部に籍を置いています。

　今、運動などはしてないそうですが、体を動かすこ

とが好きで特に掃除が好き。部屋の模様替えをすると

心もリフレッシュするそうです。休みの日は、ウィンドー

ショッピングで家具などを見て回り、住まいのレイアウト

などをイメージする事が好き!。スポーツはしないと言っ

てた上地さんですが、好きな男性のタイプは、スポー

ツマンのがっちりタイプで身長が170センチ以上とおっ

しゃっていました。

　事務所近くのおススメのお店として八重山そば美美

（びーびー）を紹介していただきました。丸細麺にあっ

さりスープ、細切りの豚肉とかまぼこがのった八重山そ

ばが人気メニューで550円のじゅーしー付そばセットは

おススメのメニューだそうです。その他にもそば小が付

いたトンカツセットもあります。また、スイーツの美味し

いお店は琉球ドルチェテラスの琉球だんごで（みたらし

団子）あんを包んだやわらかなお団子に、甘辛いみた

らしのタレをとろ～りとかけた、つるっとした新感覚の

お菓子で冷たくしていただくのがおすすめのようです。

手作りバウムクーヘンやラスク、プリン、ロールなどすべ

てが美味しいとの事でした。接客応対も大変良くて上

地さんも参考にしているそうです。

　今、上地さんが心がけていることは、「お客様の考え

を知るために自分自身のことを話して、お客様の心を

開いてもらい、本心を言って下さるようなコミュニケーショ

ンを大事にしています。その中で私が勉強になる事も

たくさん教えて頂いてます。どんな時も笑顔で、お客

様に喜んで頂けるお部屋探しをお手伝いできるよう頑

張っていきます。」と力強く話していました。

　今回のちゅらさんシリーズのキーワードは「笑顔」でした。

（有）ティダエステート第7回目
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　ちゅらさんシリーズは、恩納村瀬良垣にある株式
会社琉行（當山明子社長）の営業部営業一課の営
業主任池田のり子さんをインタビューしました。

　入社9ヶ月、仕事大好き感のある笑顔の素敵な池田

さんで、売買物件の営業を任されているとハツラツとし

た声でお応えしてくれました。

　仕事が忙しくなり健康のためにしていることはない

そうですが、以前は、フットサルやエアロバイク、学生

のときにバスケットなどスポーツは好きでいろいろやって

いたそうです。現在、ゴルフ中心で、ロイヤルゴルフや

オーシャンキャッスルなどでラウンドするそうでオーシャン

キャッスルで出した103が最高のスコア―だそうです。

身体能力も高そうでスポーツは何でもできそうなスポー

ティーな体型でした。そんな池田さん、年齢的にも健

康について考えてないようですが、まだその必要はな

いようです。

　イチオシのスイーツやランチとして名護市にあるお菓

子のEBISU（えびす）のかりんとう饅頭は外はカリッと

していて中はあんがぎっしりでとても美味しいそうで名

護の道の駅でも売られているそうです。次に本部町の

浜元の民宿うみべに併設された「うみべそば」もおスス

メです。麺は平麺でお肉は軟骨ソーキ、骨付きソーキ、

三枚肉の3種類があり、あっさり味ながら柔らかく煮込

まれてとてもジューシーな味で社内でも人気のそば屋

だそうです。さらに、恩納村仲泊の仲泊交差点近くに

あるカフェギャラリー土花土花です。洋食から和食まで（肉

料理から丼、サンドイッチ、ハンバーガーなど）あり、特

におススメが「ピザやブルーベリーソースのかかった豆腐

ケーキ」と話されていました。サンセットの夕焼けがとて

も綺麗なカフェだそうです。

　おススメスポットとして、会社の裏にあるビーチでバー

ベキューや花火などが出来る、プライベートで楽しんで

いる癒しの場所として紹介されました。又、池田さん

はダイビングもするそうで、前田岬の青い洞窟などの

人気スポットや、鹿児島県の喜界島の海でも潜った経

験があるようです。

　今後目指しているものとして、恩納村は、本土の方

のセカンドハウスや移住も多いので、本土のお客様のニー

ズに合った不動産をご紹介できるよういろんな角度か

ら勉強していきたいとの事でした。又、お客様に会っ

ているとき、電話口、プライベートでも笑顔を大切に接

しているそうで私のインタビューの間も笑顔を絶やさな

い池田さんでした。仕事、プライベートも充実して笑顔

の素敵な池田のり子さんをご紹介しました。

株式会社 琉行第8回目
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全国47都道府県をカバーしている（公社）全日本不動産協会だから将来の事業展開も安心です！

詳細はweb、または（公社）全日本不動産協会沖縄県本部までご連絡下さい。

キャンペーン期間中なら入会費用の
負担を軽くして独立開業！

20万円
の負担軽減

【開業までの流れ】

入会書類は直接お渡しの他、
郵送・宅配等（送料不要）でも
お送りできます。

入会のご案内

県庁へ
「免許申請」

協会事務局相談

審　査

入会審査

免許番号
の通知

承　認協会への
加入申込

入会金・年会費
等の入金

弁済業務保証金
分担金納付書の発行

開業指導・相談 免許証の交付営業開始

（あなた）

開業予定者

開業するなら今がチャンス！

あなたの開業計画を（公社）全日本不動産協会沖縄県本部がサポートします


