
　転職活動中、営業職にこだわって仕
事を探していました。もともとホテルで
接客を行っており、人と関わりのある職
種で条件の合う会社がニッポンイン
シュアでした。

　営業サポートの仕事が中心です。
電話対応から資料作成、リスト精査
など多岐に渡ります。最近、新たに営業
ツールを作成したのですが、異業種出身
ならではの視点で意見を出し、それらが
形になったことは嬉しかったです。
　また、前職の仕事柄人と接すること
が好きです。今は、外出する機会がまだ
少ないですが、行った先でいろんな方
と会えることが楽しいです。

　専門用語が多いという印象です。不
動産業界は初めてのため、用語などわ
からなくて戸惑うこともあります。しか
し、取引先のお客様は親切な方が多く、

いろいろ教えていただいています。今
後は、教えていただいた知識をしっかり
身につけてスキルアップを目指したい
です。今は内勤勤務が多いですが、ゆく
ゆくは担当する営業先を増やし、会社に
貢献していきたいと思います。

　社内行事が多いですね。バーベ
キューやソフトボール大会など様々あり
ます。参加することで社内の仲間意識
や結束力が高まっていると感じてい
ます。

　以前は、バイクを乗っていました。
しかし、現在所有しておらず、一転、
バイクと真逆のパン作りにハマって
います。食パンや菓子パンなどいろんな
種類を作っています。
　長期の休みが取れた時は、一人旅を
しています。海外旅行が好きで、最
近は、クロアチアとスロベニアに行って
きました。次は、９月に友人とイタリアに
行く予定です。

入社したきっかけを教えてください。

「諦めたら試合終了」
借金500万円からの復活劇
　「父が入院していたとき実家へ借金
の取り立てが来たことが、のちに大家に
なろうと決意するきっかけとなりました」
と語るのは大家でありながら、税理士・
司法書士としても活動する39歳の渡邊
浩滋氏だ。
　現在、渡邊氏が所有する5棟86室
の賃貸アパートは、2008年に父親から
引き継いだものだ。承継前、その物件
は専業大家だった父が所有、管理をし
ていた。ところが、家賃収入を湯水の
ごとく使っていたばかりか、女性問題を
抱えて母親に迷惑をかけていたという。
家族が事実を認識した時は、貯金も底
をつき固定資産税も払えないどん底に
追い込まれていた。加えてあちこちから
工面してきた借金は500万円に膨らん
でいた。渡邊氏は自宅裏の土地の売
却を決め、借金の返済と税金の支払い
などに充てたという。

蓄えゼロから
1400万円のプラス収支へ
　両親の目もあてられない状況を目の
当たりにし、勤務していた商社を退職。
大家専門の税理士となることを決意し
た。猛勉強の末、税理士資格を取得し、
税理士事務所に勤めるかたわら大家業
を引き継ぐことを決めた。ところが、引き
継いだ賃貸アパート86室は10室以上
が空室という状態からのスタートだった。
　まずは、管理会社を変えたり、リフォー
ムを施したり入居率の改善に励んだ。
そして初年度は新しい管理会社に委託
しつつも任せきりにせず、時間が合えば
自分で物件を案内して、入居者と積極
的に関わるようにした。常に「諦めたら
試合終了」と自分に言い聞かせ改革
を続けた結果、1年後には入居率が
97％を超え、収支は1400万円の手残
りが残るほどの良好な経営状態にまで
回復した。

入居者との交流が
入居率の安定につながる
　現在、渡邊氏は自身の大家業での
経験を生かし、賃貸経営のコンサルティ
ングやセミナー講師、大家向けの書籍
出版など幅広く活動している。そして、
賃貸経営は両親に協力を仰ぎながら
行っている。
　大家業を続ける過程で、昔と大きく
変わったことがあるという。それは両親
が定期的に物件を見回り、ごみ置き場
の清掃などを行うことで、入居者と気

軽に挨拶し合える仲になったことだとい
う。
 「母は趣味のガーデニングでアパートを
飾るなど、楽しみながら賃貸経営を行っ
ています。また、女性専用のアパート
では入居時に母が立ち合い、連絡先
を交換して、何かあったらすぐ連絡して
もらいやすいようにしています。そのた
め、大家さんと距離が近いという安心
感から好評を得て、入居率も安定して
きました」（渡邊氏）。

「大家さんをサポートする
 税理士を増やしたい」
　大家専業の税理士はまだまだ少ない
のが現状だ。そのため、賃貸経営が
絡んでくると適切なアドバイスができな
い税理士も多い。そして地方へ行くと、
さらに賃貸経営に精通する税理士を探
すことは難しくなるという。「各都道府
県にいる税理士さんに賃貸経営も交え
たノウハウを提供できる FC 展開の仕
組みを考えています。私一人で全ての
大家さんを助けることは不可能ですが、
しっかりとサポートできる税理士を増や
すことで全国で困っている大家さんを救
うことができたらいいと思います」と渡
邊氏は今後の展望を語った。

　ＩＴ重説の解禁に代表されるように、不動産業界にもＩＴ化
の波が押し寄せています。物件確認をＡＩで自動化できる応
答システムや、インターネットで物件を擬似内見できるＶＲ内
見といったサービスも登場しました。これらを取り入れること
で、業務効率化による繁忙期対策に繋がるかもしれません。
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仕事の内容を教えてください。
また、前職の経験が活かせている

　  ことはありますか？
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インシュアに入ってみて感じた
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お休みの日は何をしていますか？Q

※日程などは変更になる可能性がありますので、各イベントＨＰでご確認ください。 永守重信（京都出身。精密小型モーターで世界トップシェアの日本電産の創業者）

企業にとって重要なことは、時代の変化に順応していくこと。脱皮しない蛇は死ぬのと同じように、
その時、その時の服装に着替えないといけない。

ジャパン建材株式会社
3月16日（金）～3月17日（土） 10:00～17:00
東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1
無料（登録制） 
http://www.jkenzai.co.jp/jkfair/next/

料　金
詳　細

会　場

第39回 ジャパン建材フェア

主　催
日　程

福岡相続サポートセンター
3月27日（火）13:00～15:00
福岡天神センタービル10F
福岡県福岡市中央区天神2-14-8
無料（予約制） 
https://area34.smp.ne.jp/area/card/
10033/2glGee/M?S=ododk0shn0k

料　金
詳　細

会　場

家族信託セミナー～家族信託を活用した最新相続対策～

主　催
日　程

名 前 松尾　直美（まつお なおみ）

2017年5月1日入社日

1984年7月27日生生年月日

保証事業部 営業推進課所属

福岡県福岡市出身地

エクステリアエキシビション2018実行委員会
4月20日（金）～4月21日（土）10:00～17:00
東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1
無料（登録制） 
http://www.ex-exhibition.jp/

料　金
詳　細

会　場

第13回 エクステリア エキシビション（EXE）2018

主　催
日　程

全国賃貸住宅新聞
4月24日（火）～4月25日（水）10:00～17:00
広島産業会館　西展示館
広島県広島市南区比治山本町16-31
無料
https://www.zenchin-fair.com/

料　金
詳　細

会　場

賃貸住宅フェア2018　広島

主　催
日　程

　不動産会社に勤める主人公の永瀬財地は、嘘をおりまぜ
た巧みな話術で、営業売り上げNO.1を保持してきた。しかし、
地鎮祭で石碑を壊して以来、嘘がつけなくなってしまう。
この日を境に、正直不動産としての奮闘が始まる。嘘がまかり
通る不動産業界の闇にも切り込んだ皮肉喜劇マンガだ。

『正直不動産』
小学館　大谷アキラ、夏原武、
　　　　水野光博（著）

渡邊浩滋総合事務所　渡邊 浩滋氏(39)

『「税理士」不要時代』
幻冬舎　渡邊浩滋 （著）

自身税理士でありながら、
書いた本。大きな反響を
得た。
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5 分で読める！ 次のアポ先でネタになる！
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　　コンテナというと、倉庫やトランクとし
て利用するイメージが強いが、ホテルとし
ても活用されている。トータルステイ株式
会社（茨城県神栖市）が2018年1月にオー
プンさせた「トータルステイInn神栖」（茨城
県神栖市）は、1基のコンテナが1部屋の客
室となっている。ビジネス客をターゲット
にした総部屋数46室のホテルで、１名１泊
税抜き4,980円からの設定だ。
　13㎡の室内にはベッド、テレビ、ミニ冷
蔵庫、デスク、洗濯機、浴室、トイレなどが
据えられ、タオルやソープなどのアメニ
ティも用意されている。館内には飲食施設
は併設されておらず、泊まることに特化し
ている。同社の今泉政直社長（44）は、「無
駄なサービスを省くことでリーズナブルな
価格で提供しています」と方針を語った。
　ホテル内に足を踏み入れると、無機質な
外観とは打って変わり、一般的なホテルと
同様の内装が施され、コンテナの中にいる
感覚はない。長期滞在者にはうれしい洗濯
機もあり、洗濯物は天井に設置された物干

　　し竿に干すことができる。
　同ホテルの施行を行ったのは、株式会社
ヒーローライフカンパニー（東京都港区）。
企画からオペレーションまでをサポートす
る。同社の今野圭育氏（38）は、「コンテナは
工場生産をしているため全体の工期が短
縮されると同時に建設費用も抑えられま
す。コンテナ１基あたりの価格は500～
600万円前後で、稼働率を65％と想定し
ても、表面利回りを25％以上にすることが
可能です。また、ホテル経営をしたことが
ないオーナー様でもスムーズに運営でき
るオペレーションシステムも提供していま
す」と話す。
　ホテルは計画開始から開業まで最短

　6カ月。さらに、各部屋は独立したコンテナ
となっているため、将来的には地域の宿泊
需要にあわせて移設することも可能だ。
　ヒーローライフカンパニーが開業以降
も運営サポートを行うため、異業種からの
参入も容易だ。ホテルのオペレーション
は、未経験のスタッフでも対応できるとい
い、具体的には、ホテル管理システムと連
動したカードキーの導入や、ホームページ
上での宿泊費用事前カード決済により、ス
タッフへの負担は極力抑えられていると
いう。現在、施行と運営サポートを請け
負っているのは、トータルステイの1社の
みだが、今後はさらに拡大させていくとい
う。

　　
　ニッポンインシュア株式会社（福岡市
中央区）と株式会社三好不動産（福
岡市中央区）の支援により建て替えられ
た「CMC ボップイ三好小学校」が、
2017年11月に新たなスタートを切った。

LGBTとは？
　LGBTとはセクシャルマイノリティを
指す言葉で、Ｌ＝女性同性愛者、Ｇ＝男
性同性愛者、Ｂ＝同性愛者、Ｔ＝トラン
スジェンダーの頭文字をとったものだ。
LGBT調査2015（電通ダイバーシティ・
ラボ）によると、13人に1人がLGBTだと
いうが、彼らの存在を身近に感じる人
は少ないのではないだろうか。
　年明けに、ある男性（28）が友人・知人
に向け、SNS上でLGBTであることを告
白した。男性には現在、同性のパート
ナーがいること、そして、周囲から偏見
の眼差しで見られたくはないが、長年そ
の事実を隠すことに疲れたのでオープ
ンにしたという本音が綴られていた。
　日本労働組合総連合会の「LGBTに
関する職場の意識調査」（2016年）によ
ると、「職場の人からLGBTであることを
カミングアウトされた・カミングアウト
していると聞いたことがある人は6.6％
に留まっている。周囲から色めがねで見
られることを恐れ、LGBTであることを
自分から知らせる人は少ないようだ。

世間に蔓延する差別意識
　周囲の理解を得られず偏見や差別に
合うことは、部屋探しにも言える。「パー
トナーと部屋探しをしていた時、ゲイで
あることを理由に何度か入居を拒否さ
れたことがあります」と語るのは、株式
会社IRIS（東京都世田谷区）の須藤啓光
社長だ。須藤社長は、自分のように部屋
探しで苦労している人々をサポートし
たいという思いから2014年に同社を立
ち上げた。現在はLGBTの良き理解者と

して、部屋の仲介やライフプランニング
サポートなどを行っている。
　LGBTの人々が部屋探しをする時、い
くつかの壁につき当たる。例えば、同姓
同士でルームシェアをする場合、お互い
低所得で家賃を節約するといったケー
スを除き、難色を示されることが多いと
いう。所得もそれなりにある同性同士の
場合はその理由を詮索され、不快な思い
をすることも少なくない。中にはルーム
シェア可と謳いながら“男性同士は不
可”と書かれた募集広告も存在する。ま
た、カミングアウトをきっかけに両親と
不仲になり、連帯保証人を頼めないと
いった問題を抱える人もいるという。
　同社では、そんな彼らに替わり、部屋
探しや不動産会社への説明などを行
う。「来店は完全予約制で、月平均8組ほ
どが来客します。接客は最低1時間から
長い時で、4時間ほどかけてじっくり話
を伺います。中には、電車で1時間以上
かけてくるお客様もいらっしゃいます」
（須藤社長）。来店客の約8割が同性カッ
プルだという。
「誰もが住みやすい社会となるには、
LGBTについて知ってもらうことが大
切です。今後は講演やセミナーを定期
的に開催して、LGBTへ理解を示すオー
ナー様や不動産会社様を増やしていき
たいです。理解者を増やすことが不動
産業界全体の変化にもつながると思い
ます」（須藤社長）。

LGBTとその理解者が集うシェアハウス
　LGBTにフレンドリーなシェアハウス
も存在する。「Ca s a  A r c o  I r i s  

TAKENOTSUKA」では、LGBTの入居
者を中心に3名がひとつ屋根の下で暮
らす。オーナー自身もLGBTであり、入居
者らの相談相手にもなっている。「イン
ターネットの普及で、当事者以外の人
もLGBTについての情報を簡単に収集
できるようになりました。私たちのこと
を理解する人も少しずつ増えています」
（同シェアハウス・オーナー）。

レインボーマークでお客様を迎える
　株式会社三好不動産（福岡県福岡
市）では、スマイルプラザ博多駅前店を
LGBT対応店舗とし、2016年11月から
お部屋探しの支援を開始した。店舗に
はLGBTの象徴であるレインボーのス
テッカーを掲げ、スタッフはレインボー
のバッジをつけている。同社には、
LGBTに関する研修を受けた専任者が
おり、個室などでの部屋探しや相談に
も対応している。
　全国的に見ると、このような取り組み
を行う企業は少ないが、サポートの輪は
徐々に広がりつつある。今後もその動
向に注目していきたい。

Insure’s Choice 　　
　今回の支援は、
三好不動産が10年
以上前から支援を
行ってきた一般社団
法人カンボジア地雷
撤去キャンペーン
（以下、CMC）の大
谷賢二理事長との
縁がきっかけだった。
　若手の育成に力を
入れながら2016年
に亡くなったニッポン
インシュアの矢野孝
介前社長の意思を継ぐことになると考え、
協力を申し出たという。
　カンボジアの首都プノンペンから車
で約 5時間、土埃の舞い上がる未舗装
道路を進んだ先に見えるのは同校の所
在するバッタンバン郊外のボップイ村だ。
　学校の周辺には未だ多くの地雷が
残っているため、敷地の外をむやみに
走り回ることはできない。2004年に開校
したが、雨漏れなどの傷みが激しかった
ため、今回の建て替えに至った。

Pick Up

　　
　ニッポンインシュア執行役員で、現地
での落成式にも参加した徳岡拓郎氏は
次のように語った。「CMC ボップイ三好
小学校の近くに、他団体の寄付で建設
された学校がありました。ところが、資金
難で先生が集まらずに廃校状態になって
いるようでした。学校ができても、資金の
確保と継続した運営能力がないと存続す
るのは難しいようです。そういった事態を
回避するため、CMC が主体となり運営
をサポートしています」。

Monthly Future 今月の特集

　18年１月、10年ぶりに改訂された広辞苑（岩波書店）に“LGBT”が追加された。
その5カ月前には、不動産情報サイト「SUUMO」の検索項目に同じく“LGBT”が
追加されている。LGBTに対する社会的認知度が上がってきた昨今、業界内に
おける環境はどのように変化してきているのだろうか？最前線を取材した。

LGBT対応企業のいま

※写真はイメージです

カンボジア小学校開設に協力

コンテナがホテルに大変身

CMCは1998年に設立され、地雷撤去・
被害者支援や募金活動などを行っている。

プノンペン

バッタンバン
シェムリアップ
アンコール遺跡群

ベトナム

タイ

コンポンチャム

メ
コ
ン
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シアヌークビル

◀

シェアハウス「Casa Arco Iris TAKENOTSUKA」

◀

トータルステイ Inn 神栖

◀

移設も容易。表面利回りは 25％以上

読売新聞や西日本新聞に
掲載されました。

日本

カンボジア


