不動産についてのお役立ち情報

９月の花

ミセバヤ（みせばや）

弁慶草（べんけいそう）科。 花言葉「安心」
「つつましさ」
９月～１１月頃に、桃色の花を咲かせます。名前の由来は、深
山でこの花を見つけた高野山の法師が「君に見せばや（見せたい
ものだ）
」と、和歌の師匠に文を添えたことがはじまりだとされて
います。別名は、垂れた枝の先に玉のように小花を咲かせること
から「タマノオ（玉の緒）」とも呼ばれます。日本固有種で、香川
県小豆島に自生していて、絶滅危惧種に指定されているとか。
花言葉の「つつましさ」は繊細で女性的な花の姿につけられています。葉は多肉質で
銀白色がかっていますが、冬になると赤く紅葉します。美しい花だけでなく、丸く連
なった愛嬌のある葉を鑑賞するのも楽しみな花です。

れています。ただ、統計的にはこの
日の台風の上陸は過去１回（昭和 24
年、1949 年）だけで、逆に９月には
台風来襲の特異日という日が在りま
９月になっても、台風シーズンは

す。それは９月 16 日と９月 26 日で、

まだまだこれから。そんな９月の最

９月 16 日に来襲した台風は、アイオ

初の日は「防災の日」。そして、この

ン台風（昭和 23 年、1948 年）、第二

日を含む、８月３０日から９月５日

室戸台風（昭和 36 年、1961 年）で、

までの一週間は「防災週間」と政府

９月 26 日に来襲した台風は、洞爺丸

によって定められています。

台風（昭和 29 年、1954 年）、狩野川

この「防災の日」は、昭和 35 年

台風（昭和 33 年、1958 年）。そして、

（1960 年）６月 11 日の閣議で、９

前出の伊勢湾台風が上陸したのも９

月１日を「防災の日」とすることが

月 26 日なのです。

了解されたことに始まります。

気象庁は、昨年８月から、それま

これは、９月１日が、関東大震災

での警報の発表基準を超え、重大な

（大正 12 年、1923 年）が発生した

災害の危険性が著しく高まっている

日であるとともに、
「防災の日」が定

場合に「特別警報」を発令すること

められた前年、昭和 34 年（1959 年）

としました。この「特別警報」は大

９月に上陸した「伊勢湾台風」によ

雨だけでなく、地震、津波、高潮な

って、戦後最悪の被害（全半壊・流

どの危険が迫ってきている時にも発

失家屋 15 万 3,893 戸、浸水家屋 36

令されます。地球温暖化の影響でし

万 3,611 戸、死者 4,700 人、行方不

ょうか、今までには考えられなかっ

明 401 人、傷者３万 8,917 人）を被

た天災も増えています。この「防災

ったことが契機となっていました。

の日」を機に、家族で「防災」につ

また、例年 8 月 31 日～9 月 1 日付
近は、台風の襲来が多いとされる二
百十日（立春からの日数）にあたり、
「災害への備えを怠らないように」
との戒めも込められているとも言わ

いて考えてみま
しょう。

今月の
トピックス!!

【トラブル事例 ２５】

路で、特定行政庁が利害関係人の申

「位置指定道路の承諾書って？」

請に基づいて位置の指定をした、幅

今、賃貸で住んでいる家の近くに、 員４ｍ以上の私道のことを言いま
中古住宅の購入を検討しています

す 。（建築基準法第 42 条第 1 項 5 号）

が、その家の敷地は個人の地主が

簡単にいうと、建物を建てるため

所有権を持ったままの位置指定道

に区や市などの許可を得て作った

路に接しています。媒介（仲介）業

「私道」のひとつの種類ということ

者は「昨年、隣の家を媒介した時に、 になります。
地主はその道路の利用や掘削を認
める承諾書を書いてくれたが、地主
は高齢で今回は面倒がり、なかなか

「位置指定道路」に面している土

承諾書がもらえ

地や戸建の物件は、たくさんありま

ない」と言ってい

すが、その際に注意しておきたいの

ます。このまま購

は、道路の所有者が誰であるかです。

入の契約を締結

多くの場合は、取引しようとする土

し て も大丈 夫 な

地の所有者も他の道路に面している

のでしょうか。

土地の所有者と同じように、道路の
一部を共有持ち分もしくは、道路全
体の一部分を所有していることが多

まずは、今回問題となっている「位
置指定道路」という道路について確
認しておきましょう。「位置指定道
路」とは、土地を建物の敷地として
利用するため、道路法、都市計画法
その他の公法によらないで、築造す
る、政令で定める基準に適合する道

くなっています。そのような場合は、
車の出入りや、道路を掘削しての工
事などを行うときでも「相身互い」
で、トラブルになるケースは、そん
なに多くありません。
一方、今回のように取引しようと
する土地の所有者が、道路の一部を

所有していない場合は、注意が必要

土地は珍しくありません。信頼でき

と言えます。

る媒介業者であれば、そういったケ

「位置指定道路」は法的に認めら
れている道路ですから通行に関して

ースの取引にも慣れていますので、
よく相談しながら進めます。

は一般の道路に準ずると考えられま

具体的には、二つの方法が考えら

す。ただ、今回のように道路が第三

れます。ひとつは、道路の所有者の

者の所有だと、将来、水道、ガスな

承諾が得られるまで、契約を待つと

どの工事を行うために道路を掘削し

いう方法です。ただ、二つ目の方法

なくてはならないような時に、掘削

も同じですが、基本的には承諾が得

のための承諾料を要求されるかもし

られるという感触がまったく無いの

れませんし、例え事前に道路掘削等

であれば、いたずらに時間を消費し

の承諾を得られていたとしても、承

ただけという結果に

諾した人が土地を売却してしまうと、 なる危険もあります
新しい所有者に、改めてその承諾を

ので、そこは媒介業

得る必要があるかもしれません。ま

者に入念に確認する

た、銀行ローンの条件として道路の

必要があります。

利用や掘削に関する承諾書が必要な
場合もあります。

二つ目は、契約はするけれども、
土地の引渡しと最終残代金の支払い

従って、今回のケースでは、基本

の前までに、承諾を得られなかった

的には「位置指定道路」の所有者か

場合は、契約を白紙に戻すという条

ら承諾書（将来、売却した時には新

件を付けて契約する方法です。後者

しい所有者にも地位を承継させる内

の方法であれば、契約締結が済んで

容を含む）を得ることを取引の前提

しまえば、住宅ローンの審査等も進

とする必要があると言えます。では、

められますので、承諾が得られた後

どういう段取りで契約まで進めばい

の手続きがスムーズに行えるという

いのでしょうか。

メリットがあります。いずれのケー
スでも、引越しの時期や住宅ローン
の借入状況などを考慮して、総合的

先にも触れましたが、このような

に判断する必要があります。

「13 年の新築マンション年収倍率、全国平均 6.59 倍に拡大」
㈱東京カンテイは 7 月末、2013 年に発売された新築分譲マンション
および築 10 年の中古マンション価格の年収倍率を調査して公表。新築
マンションの年収倍率は、全国平均 6.59 倍
（前年比 0.06 ポイント上昇）
。
70 ㎡換算価格が前年よりも 131 万円上昇したが、平均年収も 17 万円増
加したことから、10 年以降続く年収倍率の拡大傾向は鈍化した。

＜トレンド＞
圏域別では、首都圏 8.80 倍（同

では、「直近 20 年間の東京の年

0.06 ポイント上昇）、中部圏 6.20

収倍率の平均は 8.41 倍。バブル

倍（同変化なし）、近畿圏 7.33

以降、00 年代半ばぐらいまでは

倍（同 0.02 ポイント低下）。都

落ち着いていたが、近年は上振

道府県別にみると、年収倍率が

れの傾向が出てきている」と分

最大だったのは東京都の 9.79 倍

析する。

（同 0.05 ポイント低下）、以下、

13 年に流通した築 10 年の中

京都府 9.78 倍（同 0.23 ポイン

古マンション価格の年収倍率は、

ト上昇）、神奈川県 9.16 倍（同

全国平均で 4.58 倍（同 0.02 ポ

0.06 ポイント上昇）と続いた。

イント上昇）となった。10 年以

東京の年収倍率は、バブル絶

降、年収倍率の上昇傾向が続い

頂期の 1990 年の 18.12 倍がピー

ているが、新築マンションとの

ク。以降、徐々に倍率は低下し、

倍率差は 2.01 まで拡大。「価格

2000 年に 7.13 倍をボトムに、直

が高騰気味の新築マンションに

近 10 年はじわじわと上昇。07

対して、中古マンションの割安

年に 9 倍を超えて以降、9 倍台半

感が強まっている」
（同社）とい

ば～後半で推移している。同社

う。

変動金利と固定金利
前回は「全期間固定金利型」の住

なります。ただし、次に述べるよう

宅ローンのメリットとデメリット、

に金利は変動しても５年間は、その

そして、固定金利型住宅ローンを借

返済額は変わりません。

りるのに向いている人について考え

《５年ルール》

てみました。今回からは、「変動金

一部の銀行を除いて、変動金利の

利型住宅ローン」について考えてみ

住宅ローンには一般的には「５年ル

たいと思います。今回は、その金利

ール」という仕組みが導入されてい

の決まり方と、金利が上昇したとき

ます。返済する金利は年に２回見直

の毎回の返済額変更のルールについ

されますが、金利が変わっても５年

てみていきましょう。

間は毎回の返済額を変更しないとい

ちょうど１年前の住宅金融支援機

うものです。

構のネットアンケートでは 68.4％

さて、その５年ルールですが金利

の人が利用しているというこのタイ

は見直すのに、返済額が変わらない

プ。さて、その特徴は…

というわかりにくい仕組みですが、

《１年に２回の金利の見直し》

目的は、急に金利が上昇するとその

変動金利型住宅ローンの金利は、

ままでは利息が増えて毎回の返済額

各金融機関が企業に融資する上で、

も増えることになりますが、それを

優良企業に適用する最も優遇された

そのまま適用してしまうと、急に住

金利のうち、1 年以内の短期間で貸

宅ローン負担が増えて困る人がたく

し出す際の金利である「短期プライ

さん出てきてしまうので、そうなら

ムレート」（短プラ）を基準に、半

ないように毎回の返済額を５年間は

年ごと（4 月、10 月）に利率の見直

固定しようというものです。

しを行っています。つまり最初に、

《1.25 倍ルール》

借りた住宅ローンの金利が、年２回

５年間は毎回の返済額が変わらな

変動する可能性があるということに

いということは、５年を超えると返

済額が見直されます。ただ、ここに

に上昇してしまうというリスクへの

も「1.25 倍ルール」というものがあ

対処として決められています。

ります。このルールは、返済額が変

今回の借入金利の決まり方、返済

わらなかった５年間の間に、どんな

額の見直しのルールは、変動金利型

に金利が上昇したとしても、次の５

住宅ローンの大きな特徴であり、そ

年間の返済額は最高でも当初の返済

れが、ある人にはメリットでも、あ

額の 1.25 倍を上限にするという内

る人にはデメリットになる場合もあ

容です。「５年ルール」と同じく、

ります。次回は、そういった面に触

このルールも５年後に返済額が急激

れていきたいと思います。

実りの秋も近づいてきました。そ

がいますが、これは大きな誤解。果

こで今回のテーマは「果物」。実は日

物が甘いと感じるのは果糖によるも

本人の果物の摂取量は、先進国のな

ので、果糖は砂糖の 1.15～1.73 倍の

かではかなり低い水準（１日 144ｇ）

甘さを感じますが、１ｇ当たりエネ

で、一日の摂取量が１位のイタリア

ルギーは４Kcal と、他の糖と変わり

の約３分の１というデータもありま

ません。甘いからといって、エネル

す。日本では、果物はまだまだ嗜好

ギーが高いというわけではないので

品としての意識が強く、特に若年層

す。また、果物の大部分は水分であ

での果物離れにより、摂取量の不足

り、菓子類のようにエネルギーの高

が続いています。

い脂質もほとんど含まれていないた

■果物を食べると太るってホント？

め 、 100g 当 た り の エ ネ ル ギ ー は

果物は甘く、エネルギー（カロリ

50Kcal 程度で、野菜と比較しても、

ー）が高いといったイメージがある

ごぼうで 65Kcal、にんじん、たまね

ため、食べると太ると思っている人

でも 37Kcal と、果物のエネルギーは

野菜と比べてそれほど高くないこと

や吸収しやすくエネルギー源になる

が分かります。

果糖、ブドウ糖が多く含まれていま

■美容と健康には必須？

す。脳のエネルギー源はブドウ糖の

果物には食物繊維が豊富に含まれ

みです。睡眠中に消費されたブドウ

ており、便秘を解消する働きがあり

糖をできるだけ早い時点で効率良く

ます。また、果物にも含まれる豊富

摂取し、活力ある１日を送るため、

なビタミンは美容に欠かせません。

そのスタートとなる朝食でくだもの

特に、果物はビタミンＣの主要な摂

を十分に摂り、失われた有効成分を

取源となっています。ビタミンＣは、

速やかに補給すると効果的です。ま

肌を黒くするメラニン色素の形成の

た、果物には水分やさわやかな食感

進行を抑える働きがあるので、肌の

を与える有機酸が多く、朝でも食べ

美白に有効であることが広く知られ

やすいうえ、唾液の分泌を促進させ

ています。加えて、皮膚の細胞間を

て食欲の増進にも役立つとともに、

つなぎ、肌に水分を蓄えるコラーゲ

果物のもつ香り、色等が、あわただ

ンは、肌の弾力、シワに関係する重

しい朝に精神的なゆとりを与えてく

要な成分ですが、ビタミンＣはコラ

れます。更に、果物に含まれるカテ

ーゲンの形成に不可欠な成分にもな

キン類には、口臭予防効果がある等

っています。更に、果物にも含まれ

のメリットもあるようです。

るポリフェノール類は肌のくすみ等

こういった理由から朝が最適です

の原因となる活性酸素を除去する働

が、日中や夜がだめという訳でもあ

きがあると言われています。

りません。良いこと尽くめの果物を、

■いつ食べる？

今日から生活の一部に取り入れてみ

果物には、体調を整えるビタミン
編集後記 日本たばこ産業（ＪＴ）が 7 月末に発表
した 2014 年の「全国たばこ喫煙者率調査」による
と、日本人の喫煙者率は前年から 1.2 ポイント下が
って 19.7％で、19 年連続で過去最低を更新し、初の
20％割れ。男性は 1.9 ポイント下がって 30.3％と、
23 年連続で過去最低を更新。女性は 0.7 ポイント下
がり 9.8％で２年ぶりに最低になったとのこと。
喫煙者にとって、年々逆風が強まるばかり。喫煙
場所は少ないし、タバコは高いし、しかも、健康に
悪いときたら。でも、禁煙するにも続けるにも、ど
っちに行っても辛そうですね…

てはいかがでしょう。
■発行日 ； 2014.9.10

■発行人；
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