﹃不動産業マーケティングあれこれ﹄

﹃趣味 ﹄

﹃マイナンバー制度が始まります﹄

ニュースなどで聞いた﹁マイナンバー制度﹂という言

英希

あなたの趣味はと聞かれて正直なところ特に
葉ですが︑いまのところ特に生活に影響もないし︑頭の

中村佳織税理士事務所 松永

総務省の調査では二〇〇九年〜二〇一一年度の３年間
無く︑たまに映画を観に行くか家で音楽を聴く
片隅においやっている方も多いのではないでしょうか︒

伊藤 豪倫

で︑固定資産税の取りすぎが発覚し減額修正された事例
か年に数回︑気心の知れた仲間とゴルフをする
マイナンバー制度は二〇一五年十月から順次番号の付

建築工務課 主任

が全国で二十五万件以上あったそうです︒
程度で大学を卒業し社会に出てから仕事一筋︑
番・通知が開始されることとなっており︑二〇一六年一

柏渕 博子

埼玉県新座市では一九八六年以降︑約二十七年間にわ
仕事が趣味みたいなものです︒そんな自分でも

営業実務指導

たり六十代の夫婦の一戸建て住宅に固定資産税を誤って
定となっています︒社会保障・税番号︵マイナンバー︶制

Ƹ
月
から社会保障分野や税分野で順次利用が開始される予

しをするほどでした︒部屋の中
度とは︑国民一人一人に固有の番号を割り当て︑それに

学生時代は︑写真を撮る事が好きで自分で焼増

の住宅は一昨年十月︑市に公売にかけられ売却されてい
をガムテープで目張りして暗室を作り撮ってき
基づいて国民の各自の事情に応じた行政サービスを提供

過徴収︑さらに延滞金も請求︑支払いきれなかった夫婦
ました︒誤徴収が発覚したのは家を失ってから半年後で
たフィルムを現像し焼増し機でプリントアウト︑

す︒公的機関同士は︑マイナンバーで個人情報を照会す

した︒固定資産税評価額は他の税額の基準にもなり︑夫

ることが可能になるため︑手続きが簡単になる︑時間が

するものです︒これまでは︑各公的機関︵市役所・税務

も軽量化され画質も性能も当時からすると考えられないほどの
短縮される︑データの照会ミスがなくなる等のメリット

白黒写真を大きく引き伸ばしては楽しんでいま

員の土地面積をパソコンに入力する際の入力ミスだった
進歩です︒当時はフィルム式のカメラで誤っ
が発生します︒たとえば︑何か公的な手続きをする際に︑

婦は国民健康保険も余分に支払わなければならなかった

り︑住宅用地の減額特例の適用忘れなどが考えられます︒
て太陽光が入りフィルムをだめにしたりカメ

署・年金事務所など︶は︑それぞれで独自の方法で個人

憤りはさておき︑私にとって重要な点は︑この過徴収に
ラの中でフィルムが切れて空回りし写真が撮れ

した︒現在では︑カメラもデジタルに変わり撮っ

気づいたのは夫婦の家を公売で購入した不動産業者だっ
ない事もありました︒
るようになるため住民票の添付が必要なくなったりしま

のです︒

たことです︒課税の現場におられる市の職員が二十七年
時代とともにいろいろなものが変わって行く
す︒

情報を管理していました︒マイナンバーを導入すること

間気付かないミスを︑不動産業者が気付いた点です︒地
中︑あのころ夢中になるものがあった自分が
また︑所得や︑行政の保護受給状況を把握しやすくな

てきた画像はすべてＳＤカードからパソコンに

域に密着した不動産業者は︑業務を通じて固定資産税評
懐かしくも感じられます︒現在は︑仕事で工
るため︑不正の発見・防止につながります︒生活保護の

固定資産税は︑行政が税額を計算し住民に納付書が送

価額を日常的に見ます︒税を徴収する立場ではなく︑税
事写真を撮ることだけですが︑一応撮る時のレイアウトを考え
不正受給・脱税などの不正を防止する効果があります︒

で︑公的機関同士で個人情報をやりとりしやすくなりま

を支払う立場の売主様や買主様の立場で︑冷静に客観的
て撮っています︒今は︑なかなか趣味の時間が作れないのでい
一方企業は人事・給与業務などにおいて︑社会保険等の

取り込みプリンターでプリントアウト︑カメラ

にこの数字を取り扱います︒ですから﹁異常値﹂に敏感
ずれ仕事を引退してから夫婦で好きな日本の寺社仏閣を廻りな

られ︑住民は信じて納税します︒徴収ミスの原因は︑職

に反応する不動産営業のプロとしての技能が︑このミス
がら写真を撮ることが将来の楽しみです︒

不動産業者は水際ですが万一にもこのようなミスがな

員のマイナンバーを扱う業務が発生します︒マイナンバー

手続きや税務署︑市区町村等へ提出するや届出等︑従業

度導入後は︑公的機関同士で情報のやりとりをしてくれ

﹁住民票﹂の添付が必要だったケースでもマイナンバー制

を発見できたのだと思います︒
いか︑お客様のために固定資産税評価証明を改めてしっ

が利用できるのは︑法律が定める業務に限定されており︑

専司

お客様でした︒また賃貸管理ショップでは管理物件の入居

て︑前年対比で現在に挑戦しなければなりません︒第一事
業部の第一戦略グループの賃貸斡旋ショップでは︑今春二
月三月では百契約を達成致しました︒協力提携会社ＮＳＫ︑
そしてスターツによる上場会社の名古屋地域に転勤される

れる商品開発とサービスの提供を目標に頑張らねばならな
いと決心しております︒私達は︑積極的達成感を信条とし

ち上げ︑お客様のニーズとウォンツの満足にむけて︑喜ば

熟慮し使命感と主体性を忘れる事なく前進していって頂き

期不動産事業開始﹄

堀江

勝

たい事を改めて︑真永グループの幹部社員に伝えておきま
す︒今年は戦後七十年を迎え︑お陰様で私も元気で七十歳
を迎えます︒真永グループの代表として︑力の限りお世話
になった皆様に感謝しお答えして参る一年にしたいと思っ
ています︒

﹃第

取締役営業部長

﹁人は諦めないチャレンジの繰り返しの中で強くなる︒本当

an Ambition志
( を貫き達成する ︺)を今期を含めた中長期
の真永グループの進むべき方向として決定しました︒仕事
の根底には︑
﹁ 貫いた先に勝機あり ﹂と思います︒同時に

散在していることも事実であり︑そこには大企業と中小零
細企業の格差も存在しています︒

現に向けて︑その格差が政府の現状の政策効果に︑不満が

成︑組織の構築が重要で担当者の抱く役割と使命感︑主体
性をもてるチームワークを大事にしなければ実現できない

金石として行きたいと思っています︒何処までも人材の育

る事が出来ました︒多くの幹部社員の団結と自身との戦い
があった事は言うまでもなくその緊張感と精進は将来の試

ビスのソフト部門では︑入居時から介護度が下げる事が出
来た方は通算六十五名になりました︒介護組織の人材育成

実戦に前向きに挑戦し︑お客様アンケートのレベルアップ
が出来ました︒介護福祉士の資格取得︵現在六十名︶に
取り組み資格取得輩出の目標をクリアしました︒介護サー

愛知県名古屋市中区不動産会社は︑全宅連四百一社・全
日連百七十五社︑中区建築業者百三十一社︒当社はお客様

に強い人は倒れない人でなく︑幾度倒れても立ち上がり前
へ進む人の事を言う︒
﹂と考えるからです︒思い込みの失敗

と考えます︒育成プログラムや成長プログラムは︑仕事の
仕組みや出来栄えに於いて視野に入れ︑そのマネージメン

集のひたむきな努力が成果として九十％の入居率が可能に
なりました︒そして第二事業部の介護サービスの居宅支援

中する事が重要である︒襲いかかる障害に挫ける事なく︑

整備など必要になると思われます︒

署や担当者をどう制限するか等の社内規程︑手続き等の

ため︑マイナンバーをどう管理するか︑取扱いできる部

かり見ていくことを︑プロとして心に刻みたいと思いま

Achieve an Ambition志を貫き達成する ︶

第七次中長期経営計画
︵

千葉

﹃平成二十七年度 ︵設立第三十七期＝ Challenge
︵挑戦︶の年︶
のスタートにあたって﹄

真永グループ代表

率が平均九十％の達成に近づく事が出来ました︒売買流通
ショップでは集合︹アパート・マンション︺の一棟ごとの

に起因する︑所謂高優賃新築ビルの請負︑高級個人住宅の
請負︑サ高住の請負などが受注を伸ばすことが出来ました︒

売買仲介が十数件成約が出来ました︒これもｅ 不動産サイ
トとの提携のお陰です︒建築工務ショップでは高齢者事業

真永グループは皆さんのご協力を得て︑第三十六期の年
度計画を終えて第三十七期を迎える事ができ︑
新しいスター
トラインにつく事ができました︒新聞紙上は三月十四日に
開通した北陸新幹線の記事で賑やかに北陸三県で数百億の

事業所を含む十一ショップは競争にブレルことなく介護
サービスのスキルアップの為に人材の育成とチームケアの

高齢者住宅ショップでは︑三年間の満室に向けての入居募

経済効果をもたらす明るいニュースで満載されています︒
中部地方では名古屋を起点とするリニアモーターカーの話
題は既に折り込まれ︑地価の上昇の要因として報道されて
います︒名古屋周辺では再開発の規模は更に拡大し製造業
の中心都市の機能の発展に拍車をかける青写真が現実味を

や弱気から抜け出せない停滞︑慎重であるが故の緩慢な意
識が行動を停止してチャンスを掴めなかったりと反省や後

トは不可欠であります︒誠意と真心︑矛盾のない理論︑理
解させ理解しあうコミュニケーション︑心を一つにして目

します︒そうなるよう研修等で営業社員の意識を変え勉強
してまいりたいと思います︒
益性の高い民間事業を立ち上げます︒市場は拡大？差別化
できる商品？事業の安定性？自社の強み？取組む意義社会
的価値？

淘汰・再編が進む建築業界︑自社を存続させるために収

義務を負っていることになります︒取引前に︑データーと
シュミレーションをわかり易く説明できる営業マンを目指

動産経営代行業﹂です︒不動産オーナーに対して不動産資
産の運営・取引に関して常にわかりやすく説明する責任と

ければなりません︒不動産仲介業・管理業とはいわば﹁不

お客様のことを知らなければなりません︒不動産経営のプ
ロは私たち仲介業・管理業の営業マンなのです︒そうでな

す︒どうすれば﹁他社との違い﹂をお客様に認識してもら
えるのでしょうか？その答えを出すために私たちはもっと

不動産業界はもはや成長市場ではなく成熟市場です︒多く
の不動産業者が同じ市場の中で共存した時代は終わり︑今
後はますますお客様の争奪戦が激化していくと言われま

から多くの同業者︑また区外全域の中からお客様に選んで
いただける為にどんな工夫と努力が必要でしょうか？

悔が絶えない中で︑この考えを中心に位置づけました︒真
永グループは住まいと暮らしの良質な環境づくり︑不動産

標に向かう相互の理解が不可欠であり︑不可能を可能にで

さて︑これからの三年間にスローガンとし︹ Achieve

を基軸とした投資へのサポート︑高齢者のより良き第３の

今一度これらを問い但し︑三十七期俄然と開始できるよう
にチャレンジしましょう！

を頂き︑新事業年度を元気にスタートができ感謝しており
ます︒とにかく期待に応えるべく将来の展望をもち︑現在
を土台に目標を掲げ︑共有するべきベクトルを合わせ︑立

の柱とし取り組んだグローアップ研修は六ヵ月コースを新
人︑中堅︑サブリーダーコースを八十％の出席率で終了す

人生へのサポーターとしてお手伝いを中心に経営を継続し
て参り︑その累積や足跡は良いお客様と社員にも恵まれ︑
売り上げの継続の実現ができ︑協力銀行や外注業者にも力

きる要諦だと信じます︒変化の連続の市況に流されること
なく︑変化を読み取り地域と業界の中で更なる信頼を構築
するために︑全社員一致団結し頑張って参ります︒
最後に表題〝志を貫き達成するとは〟〝一人立て︑二人
は立たん︑三人は続くであろう〟という勇気と決意︑実践
の意味があります︒自分の目標に夢の達成に汗と知恵を集

帯びています︒反面デフレ経済からの脱却が出来ず︑イン
フレ経済への転換に向けて超越できない賃金のアップの実
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さて︑次号に登場して頂くのは︑アウトドア派の早川社員です︒
※
どんなお話をして頂けるか乞うご期待下さい！

その他の目的に利用することは禁止されています︒その

【本社】〒460-0008 名古屋市中区栄 3 丁目 33-2 真永栄ビル TEL (052)264-4867 FAX (052)261-3558
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表彰

担当主任

賃貸斡旋課

長嶺

紀英

期スキルアップスケールアップ業績コンテスト

第一位

賃貸管理課
部 長

堀江

勝

賞を頂きありがとうございます︒賃貸の入居の繁忙期と重なり
良い結果に繋がりました︒繁忙期に出会え︑またお仕事をさせ
て頂きました全ての家主様︑お客様に感謝申し上げます︒今年
の繁忙期︑特に法人の動きは例年に比べて短期に集中した様に
感じます︒この傾向は今後も続く様に思います︒準備をしっか
り行い多くのお客様に満足して頂ける様に努めて参ります︒

第二位

賃貸管理課
営

業

南

文夫

当社は三十七年間という響きと︑超高齢化社会の市況を十年以
上前から取り組んでいる不動産会社で興味をもって頂いており
ますと当時に髙い評価もしてくださっています︒これは︑全社
員の財産です︒これからも︑目標数字が自分の必達目標である
との気概を持ち続けて︑不動産ビジネスの魅力を掴んでまいり
ます︒

第三位

経営管理課

桜井由美子

外構改修工事受注と退去営繕を着実に数字にすることができま
した︒お客様にお逢いしてお話しをさせて頂けることで頑張れ
る英気を頂いています︒

勤続表彰
二十年

もう︑そんなに経つのかと本人も驚いています︒これも︑まわ

経営管理課

大山玲恵子

りの人の助けと協力のおかげだと思います︒ありがとうござい
ます︒
十年

入社してもう十年も経ったのかと思うと感慨深い物があります︒
皆様のアドバイスと協力でここまでこれたと感じています︒体

賃貸斡旋課

長嶺

紀英

調は整えてもう少し頑張れたら良いなぁと思います︒

七年

福本

眞己

七年前の十一月︑社長の前で緊張しながら面接を受けた事を懐
かしく思います︒真に永く働ける環境に感謝し︑
今後も誠心誠意︑

賃貸管理課

業務に励んで参ります︒

七年

昔から桃栗三年柿八年とのことわざ
があるようにやっとあと一年で一人
前な仕事ができるようになるはずで
すが︑まだまだ勉強不足のように思
われ︑これを機に一層︑精進してい

建築工務課

中井

正夫

きますので皆様︑宜しくお願いしま
す︒
七年

早いもので︑もう七年お世話になった
かと言う気持ちであります︒私は一級建築士として 由喜建設を
オンリーワンの会社にしたいとの思いで努力をしてきました︒
千葉社長はじめ︑皆さんの協力のおかげと感謝しています︒今
後とも︑更に努力をしますので宜しくお願いします︒

三年
経営管理課

鬼木

からも宜しくお願いします︒

新入社員紹介

順子

金田

貸金業務取扱主任者
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー二級

売買流通課

資格

散歩

趣味

釣り

建築工務課

日置喜呂久

今年三月より入社しました︒会社発展のため︑一生懸命
頑張って行きますので宜しくお願い致します︒

趣味

賢道

三年表彰ありがとうございます︒北九州から名古屋へ来て︑
仕事に就いて不安いっぱいでしたが︑経営管理課はじめ︑
社員の先輩方のお陰でここまで来る事ができました︒これ

平成２7 年 4 月 4 日（土）

山田
韓流ドラマを観る事

賃貸管理課

貞美

土地の有効利用︑資産活用についてお悩みの方︑お気軽
にご相談下さい︒最適なご提案を致します︒

趣味

一日も早く︑一人前になれる様に頑張ります︒

昇格者
賃貸斡旋課
担当主任

長嶺

紀英

このたび︑担当主任を拝命いたして︑これもひとえに皆
様の日頃からのご支援の賜物と︑心より感謝申し上げま
す︒今回︑私のような若輩ものがこのような大役を仰せ
つかりまして︑責任の重大さに身の引き締まる思いです︒
皆様のお力添えをいただき︑一歩ずつ︑努力を惜しまず

南

長嶺

柏渕 博子

信二

良二

文 夫

紀英

邁進していく覚悟でございます︒微力ながら︑今後も会
社の発展に尽くしていきたいと思いますので︑変わらぬ
ご指導を賜りますよう︑よろしくお願い申し上げます︒

賃貸仲介客付達成
賃貸斡旋課
担当主任

賃貸管理課

亀井

リフォーム達成

建築工務課

市川

高齢者住宅契約件数達成

高齢者住宅課

期に向けて
営業実務指導

させて頂ける関係作りであり︑真

﹁ ＣＲＭ はお客様の生涯をお世話
永通商がお客様を大切にすること
につながります︒お客様の立場に
立って︑いっそう丁寧にお客様と
のコミュニケーションを深めてい
きましょう︒
﹂

お客様アンケート
お客様よりいただいた貴重なご意見の一部を紹介させて
いただきます︒

＊コンビニ︑駅︑周辺の地図などを用意し
て︑案内して頂いた︒
＊マンションのセキュリティーを暗証番号
にして欲しい︒
＊他社は︑すぐ紹介を諦めたのに対して︑
こちらのワガママを情報提供依頼に対し
て親身︑迅速に多くの物件を紹介して頂
いた︒
＊対応のレスポンスの速さが素晴らしい︒
＊主人は下見で一度訪れ︑家族は遠方︑テ
レビのアンテナやコンセントの位置など
詳細に連絡がほしい︒
＊担当者の紹介カードがおもしろくて対応
して下さる方の人となりが感じられた︒
＊会社での申請時︑一番早く連絡して頂け
たので御社に決めました︒

お忙しい中アンケートのご協力を賜わりありがとうござ
いました︒改善すべきところは早急に改善してお客様に
心から喜んで頂けるよう一生懸命努めさせて頂きます︒

（２）
（３）
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