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開催趣旨 
 

～これからの不動産鑑定士のあり方を再定義する～ 
 

今、鑑定業界に漂う閉塞感は、先行きが見えないことに

起因していると思います。鑑定業界や不動産鑑定士は従来

の枠組みの上に胡坐をかいてきたため、この先どうしてい

くべきか、今何をすべきか明確になっていません。例えば

地価公示や新スキームでは、各方面から尻をたたかれ後追

いになっているように思います。また、都会と地方との温

度差というか仕事の性格の違いが顕わになってきており、

話が噛み合わない部分が出てきています。今回の不動産鑑

定業将来ビジョンの三本柱を見てどうもしっくりこない

印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか。 

不動産鑑定士が世の中から認められ、これからも生業を

続けていけるよう、この先どうしていくべきか、今何をす

べきかについて、自ら考え意見を出し、沢山の方の意見を

伺い、論点を整理してみたい。大風呂敷広げて、様々な考

え方や問題点を並べてみよう。直ぐにできることもあれば、

長期的に対応していかなければならないこともあるでし

ょう。個人の努力でできること、協会としてみんなで協力

しなければならないこと。公的評価のこと、一般鑑定のこ

と、隣接周辺業務のこと。成功体験があるなら知りたい。

新しい分野があるなら研究したい。いろいろな観点から考

え得ることを整理してみたら、この先何をすべきか、何が

したいかが見えてくるはずです。一人ひとりが先を見越し

て動き始めたら、開放感が生まれるはずです。 

志ある鑑定士が意見を出し合い数多の論点を整理する

こと。そのような場を、是非とも作りたいと思い、社団化

１０周年の節目、公益社団法人化記念として、びわ湖会議

を設営したいと思います。 

                            びわ湖会議実行委員会 
 

申込者の声 
 

平成 24年 5 月 21日（月）に全国の士協会事務局に宛てて、「不動産鑑定士 びわ湖会議」の案内を発送し、

各会々員のみなさまへ周知頂くようおねがいしましたところ、翌日から続々とお問い合わせや参加の申し込

みを頂きました。申込書に記載を頂いた皆様のご意見を披露させていただきます。 

 
■申込書に記載をお願いした事項 

 

 今の鑑定業界であなたが一番問題視しておられる事象とその対応策、 

グループ会議で取り上げてほしいテーマとそれに対するご意見をお聞かせください。 

 

 

■参加申込のあった方々の意見 
                      

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．昨今のかんぽの宿、現物出資等における「不良不動産

鑑定評価書」の撲滅 

２．公共事業等における廉価入札の撲滅 

３．鑑定評価需要の増大に関する方策の模索と実施 

４．「不動産鑑定五訓」にかわるものの策定 

今までの五訓の内容を否定するのではないが、もっと読み

やすく親しめるものにしたい。 

五省（海軍兵学校の学生が自ら発していた問いかけ） 

一、至誠に悖（もと）るなかりしか 

一、言行に恥づるなかりしか 

一、気力に缺（か）くるなかりしか 

一、努力に憾（うら）みなかりしか 

一、不精に亘（わた）るなかりしか 

我々は鑑定士というサムライ集団です。（商人でも町人で

もありません。）地価情報がインターネットにより公開さ

れ始めたので、もしかすると滅びゆく集団かも知れません。 

RE-ABCcharter5を創って下さい。中央から押しつけられ

たものではないものを作って下さい。Charter5が出来た

ら RE－ABCは大成功と勝手に思います。 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

＜不動産鑑定士としての基礎能力の向上＞ 

不動産の鑑定評価における基本中の基本である対象不

動産の確定・確認ができなくても机上で評価できるという

風潮がある。 

 これは、評価に必要な資料さえ入手できれば、仮に現地

に行かなくても若しくは現地をざっと見ただけでも評価

ができることに繋がることと、現地および役場等を含めて

しっかりした調査がなされないまま、鑑定評価額を決定す

るケースも認められる。 

 現地確認と各種役場等調査を行い、的確な要因分析と市

場分析が行われた上で、初めて評価手法の適用の検討や高

度なシミュレーションも可能となる。 

 評価の事実関係や前提条件があやふやな状態で、高度な

テクニックを駆使したＤＣＦ法等を適用しても所詮絵に

描いた餅であり、妄想鑑定評価になりかねない。 

 しっかりした現場調査能力と役場調査能力があって初

めて鑑定評価の前提条件が明確になってくるので、調査不

足を何でも想定上の条件で整理することは鑑定評価作業

の本質から離れ、評価の骨抜きとなる。 

 徹底した調査が鑑定士の能力向上と鑑定評価書の精度

の向上に繋がるものと思料する。 

（福井） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

このたびの会議開催について、関係者の皆様に深く感謝、

敬意を表します。  

当県においても、不動産鑑定士として生きていくことは
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年々難しくなってきています。 

１．地価公示等公的評価業務に際し、社会公共的な意義に

立ち、「不動産鑑定士の本来あるべき姿」を保ち独立性を

持って臨むべきであり、国、公共団体との関係を再構築す

る必要があると考えます。 

また、全体の公的評価業務が減るなかで、１年中関与す

る地価公示の報酬が作業量に比して低廉なことはまさに

死活問題となってきており、この地価公示鑑定評価員の現

状について国交省はどう理解しているのであろうか、と疑

問を持ちます。年間を通して業務をおこなう地価公示鑑定

評価員の報酬として現在の１ポイント単価報酬の 3倍以

上程度は妥当でないでしょうか。地価公示を受け入れる代

わりに、法制化される鑑定評価業務を増やすことを主張す

るべきという意見もあります。 

２．不動産鑑定士を生業として生き残っていくには、国民

生活にとってなくてはならない存在であることをもっと

社会にアピールし、認知されていかなくてはならないと強

く感じています。それには公的評価を中心としてきた業務

態勢からシフトし、広く民間にも不動産鑑定士としての業

務の拡大を図ることが必要であると考えています。 

 まずは社会一般に対して専門職業家として認知される

ことに全力で取り組むべきで、他士業との連携、各界との

パイプづくり、広告・宣伝活動等、あらゆる積極策を推進

していくことが重要で、同時にわれわれも多様な民間のニ

ーズに対応できるスキルを習得していくことが不可欠と

思っています。 

 上記については、既に地域レベル、県レベルで行われて

いることもあると思われるので、具体的な成功例の開示、

情報の共有化等が進むことを願っています。 

以上、浅学非才の身ながら思いつくまま意見申し上げまし

た。  

（千葉） 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

「びわ湖会議」に期待することは、私達不動産鑑定士の

いわば「ゆるやかなコンセンサス」のようなものです。 

今、この鑑定業界では、都会と地方、大手と小手、既存

業者と新規参入業者、それぞれがそれぞれの立ち位置で考

え方に大きな「ズレ」が生じはじめてきているように感じ

ます。この会議では、鑑定士の立場の違いを乗り越えて、

「これはみんな同意できるよね」「こればどのような立場

であれ、ダメよね」といった参加者の想いがひとつになれ

るような、たとえば「びわ湖会議宣言」の採択を期待して

います。 

この鑑定業界での一番の問題は、「鑑定士が食べていく

のに大変である」ことです。難関の試験を突破して鑑定士

になったのだから、特別な才能や知見がなくても鑑定士と

してまじめに業務に取り組み、日々汗をかいて労働すれば、

「人並みの収入」「一定の社会的地位」が担保されて当然

だと思っています。生活の安定感の欠如や将来への不安等

が業界内を「ギスギス」したものにしている根源です。で

は、なぜ「食べていくのに大変」な業界になったのでしょ

う？いろいろな理由が考えられます。鑑定士が新しい分野

への業務開拓を怠ったの原因なのか、入札制度が蔓延し始

めていることが原因なのか、鑑定制度に依存して粗悪な鑑

定書が世の中に出回り、結果として世間からの信頼を損ね

たのが原因なのか、鑑定士の勉強不足が原因か、この業界

にジャッジする機能（審査・チェック）がないため業界全

体としての甘えた体質が原因なのか、いや、そうではく、

単にこの国全体の活力のなさが原因なのか。そのすべてが

原因なのでしょう。 

では、この業界の現状を打開するにはどうすれば良いの

でしょうか。わたしたちは何から取り組めば良いのでしょ

うか。「鑑定業界として何を！」「ひとりの鑑定士として何

を！」その「何を」についてのヒントを求めてこの「びわ

湖会議」に参加したいと思っています。 

多くの不動産鑑定士がもう一度初心にかえり、自分の職

業に襟を正して向き合う機会となることを期待していま

す。 

（滋賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１、 入札の横行と疑心暗鬼（東海財務局） 

２、 鑑定評価作業手順の煩雑化に伴う対応策（確認手続

と民間依頼者への説明） 

３、 相続税評価への鑑定評価の展開と注意点（個別性の

強い不動産についての個人依頼者） 

（愛知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・税理士等の他士業との業務提携のあり方 

・顧問契約の可能性について 

・ニッチ分野の発見及び独自商品の開発について 

・公共部門の再発掘について 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定評価対象の拡大、企業評価や動産など。 

（福岡） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

国の鑑定発注のあり方について 

国土交通省が現在導入している企画提案方式による随意

契約ですが、徳島県の場合、導入以来、同じ業者が毎年連

続して特定されている状況にあります。 

国が業者選考の透明性、公平性の確保を図るべくこの制度

を導入したとうたいながら、結局はその目的が殆ど実現さ

れていない状況にあります。企画提案書の内容が毎年同じ

なので、前年の業者が翌年再び提出すると、実績面で非常

に有利な立場にあるため、特定されやすいといった弊害が

生じるわけです。それを繰り返す度に、特定業者と非特定

業者との格差がますます広がっていき、近年の業者選考は

いわゆる出来レース状態となっております。 

不動産鑑定士は、不動産鑑定士試験によって専門的資格を

与えられている訳でありますから、基本的に評価能力に差

異はないと考えております。 

公平性を担保すべく、この制度の抜本的な見直しを協会全

体で国交省に働きかけていってほしいと思います。 

（徳島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

＜問題視している事象＞ 

 入札(価格競争入札)や相見積の横行 

＜対応策＞ 

１、報酬低廉化に対するヴェテラン・中堅・若手を横断し

た危機意識の共有 

２、随意契約や企画競争入札等をもって報酬低廉化の防波

堤とするのであれば、特定の業者への集中した業務発

注がある場合に相応の是正が必要となると思われま

す。 

＜グループ会議で取り上げていただきたいテーマ＞ 

１、上記の入札(価格競争入札)等が他県特に地方圏におい

てどの程度横行しているのかという現状 

２、これに対する危機意識や対処の現状 

＜意見＞ 

 私の周りについて述べさせていただきますと、報酬低廉

化に対する危機意識の強弱について、世代間でかなりのギ

ャップがあるように思われます。また、随意契約等によっ

て報酬低廉化を防ぐのはよいとしても、これを提唱する人
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達だけに都合の良い結果となるのではないかという声も

あり、業界全体としての足並みが全くといっていいほど揃

っていません。 

 良い機会ですので、他県特に地方圏の先生方を交えて率

直な意見交換等が出来ればと思っています。 

（徳島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

※業界の閉塞感、特に、報酬の低廉化。 

 顧客・社会が真に欲しているニーズ・情報の分析、デ

ータの蓄積。 

（佐賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・一番重要なのは、鑑定協会という組織の枠組みを全部

取っ払い、鑑定士として「自由」な発言を担保しながら、

「問題点の共有」と、「未来はあるという共感」をするこ

と。 

・従って、議論の中身はいろいろ準備して工夫をこらし

ながら進めるべきではあるけれど、最終的に「共有」と「共

感」ができれば大成功。特に、未来への一歩の方向性のヒ

ントを各人が得る、ささやかなきっかけとなれば大成功。

びわこ会議が成功したかどうかは、参加者のハートにわ

ずかな変化が起きたかどうかだと思う。 

・せっかく集まった県外からの参加者に最後に一人１分

スピーチを企画したらどうか。全員になんらかの発言を

してもらうことはびわこ会議の趣旨に照らし重要ではな

いかと思う(懇親会の場でもいい)。 

・入札問題に対する抜本的な対策は可能かどうか。なけ

れば、次善の策は何か。強固な理論武装を共有できるか。

現状放置は状況悪化を助長することは顕かであり、少な

くとも地道な歯止め努力の意思統一ができるか。具体的

に何をどうすればいいのかの方法論を議論すべき。 

（滋賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

今の鑑定業界で最も問題だと考えているのは競争入札

制です。数年前より近畿財務局依頼の案件が入札制になり、

非常な安価で落札されています。2回応札したことがあり

ますが、その落札額を聞いてバカバカしくなり、今後応札

するのはやめにしました。林地や崖地が 5～7万円で落札

されているのです。このような、境界確定が困難、事例も

少ない案件をどうやってこんな金額で請け負えるのか、き

ちんとした評価書が書けるのか疑わしいです。「安かろう、

悪かろう」になりはしないでしょうか。やはり「こんな安

い評価料で細かいことまで時間をかけて調べてられるか。」

と思うのが人情でしょうから。 

 固評も入札制を導入する市が増えることが予想されま

す。そして、市町が入札制を取り入れれば、それに倣え、

で入札制が普遍的なることが懸念されます。入札制になれ

ば、鑑定評価制度自体の存続があやうくなると思います。

土地の価格というものは客観性がないにもかかわらず、一

般経済の動きに大きく影響するからこそ、鑑定評価が必要

なのです。普段の私たちの無償の情報収集に見合う評価料

をいただき、時間をかけて責任を持って評価するのでなけ

れば鑑定評価制度は不要です。不動産取引業者に行ってチ

ョロっと相場を聞いてくればいいのです。 

 「全員が」勇気を持って、入札制に反対する、もっと過

激に言えば応札をボイコットすることが将来的に自分た

ちの存続の道を残すことになるのではないでしょうか。 

（滋賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

正常価格とは何か？ 

売り手と買い手といった相対する当事者に立った不動

産鑑定評価書で極端な開差が生じるケースが増加してい

る。以前から「ストライクゾーン」と業界では称しており、

多少の幅は認めていたが、現状でストライクゾーンなるも

のがあるのでしょうか？ 

平成２４年４月２３日最高裁判決では、高額な評価額を

基準に役所の用地買収がなされたケースで、公金違法支出

損害賠償が認定されています。判決文中には、いくつもの

段階で不動産鑑定評価がなされ（競売評価を含む）、それ

があまりにも開差があることから不動産鑑定制度そのも

のへの警告とも取れる内容が記載されています。 

不動産鑑定評価は本来、第三者の立場に立ったジャッジ

メントであったはずです。その点では公認会計士の監査と

似ています。税理士や弁護士のような依頼人の利益を守る

代理業務ではありません。いつの間にか代理人的な鑑定評

価が横行していますが、それならばそのような鑑定評価制

度を創設するべきです。 

愛知県で以下のような事例が報告されています。 

某市で固定資産税標準宅地評価を受託していた鑑定士が、

別の目的で当該市内の土地を評価する際、土地所有者に対

し、「固定資産税の評価は税務目的だから高いのが当たり

前。売買ならばこの程度の評価額ですよ」と言ったとか言

わないとかで、土地所有者から当該市税務課に文句がつけ

られました。 

我々が正常価格概念をいい加減にすることは、ひいては

不動産鑑定制度そのものを否定しかねない危険を内包し

ていると感じます。 

うまい解決策を持っているわけではありません。最低限、

地価公示・地価調査価格の精度を一層高め、一般鑑定にお

いては地価公示等からの規準を重視するスタイルに立ち

戻るしかないのではと思います。「地価公示はいい加減な

ものだから」と公言する人がまだまだ少なくありません。

そのような発言がまかり通る限り、不動産鑑定業界の明日

は厳しいものとなるでしょう。 

（愛知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

1ポイント当たり 6万円程度(一般評価)の案件もあり、ダ

ンピングがすさまじい。 

（鹿児島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

①一番問題視している事象と対応策 

「鑑定評価書」の質（中身）がキチンと評価される仕組

み・世間の目になっていないこと。 

例えば、同じ不動産鑑定士から見ても“なるほど”と思

わせる理論構成・分析に基づいた評価書とただただ基準の

必要記載事項だけを形式的・機械的に穴埋めしたようなほ

とんど中身のない評価書を比べた場合、その質の違いは本

来明白のはずである。 

しかし、社会一般には、ひとたび「鑑定評価書」という

タイトルがありさえすれば、前者も後者も同等の「鑑定評

価書」として扱われているきらいがあり（ということは、

極端な話、全くのデタラメで理屈付けられた評価書でも通

用してしまうということである）、これを問題点として提

起したい。 

“早い、安い、ウマイ（この場合都合のいい）”をあえ

て求めるニーズとこれをビジネスチャンスとうそぶいて

乗っかろうとする鑑定士もいるが（これはこれで非常に問

題であるが）、鑑定評価書の質を判断できる目が世間に醸

成されていないということが大きいのではないだろうか。 

このことが鑑定評価報酬の低廉化（同じ質〈だと思う〉

なら安いほど良いのは当然の流れ）、価格だけに着目した

最低価格落札方式増加の問題にも繋がっているのではな

いだろうか。 

“そういう依頼は断れば良い”といって目を背けてはダ
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メである。質を問われないのであれば、努力・研鑽の意欲

をそぎ、やり甲斐はなくなり、不動産鑑定士は専門家の意

義を失い、その必要性を疑問視される時が必ずくると言え

よう。 

ひとまず思いつく対応策は、次の 2点。 

ア．鑑定士が自ら襟を正して原点に立ち返ること 

倫理観の問題ではなく、「鑑定」とは何か、これをまと

めた鑑定評価書の中身は本来どのようなものでなければ

ならないかを、今一度十分に総括すべきである。例えば、

基準には“分析”という言葉が頻繁に出てくるが、その“分

析”が具体的にどういうものを意味するのかを鑑定士自体

が十分理解していない現状では何も解決しない。 

イ．鑑定士自らが、質の違いがあることを認めること 

誰がやっても同じという建前論は捨て、鑑定士によって能

力の違い・質の違いがあることを自らキチンと認めなけれ

ば何も始まらない。 

ウ．鑑定士から能動的に情報発信・啓蒙し、世間の見る目

を育てる取り組みを行うこと 

非常に地道な努力が必要であるが、世間一般（少なくと

も依頼者となり得る方々）に対して、ＰＲ、研修活動等を

通じた情報発信・啓蒙活動を通じた底上げをし、見る目を

育てていかなければならないのではないか。一定の知識が

なければ、品質の理解は進まない。 

②グループ会議で取りあげて欲しいテーマ 

『公共用地取得土地評価、固定資産税土地評価等におけ

る不動産鑑定士のあり方』 

地方の不動産鑑定士にとっては、今でも非常に重要な業

務であり、テーマである。しかし、どれだけの鑑定士が、

これらの公的土地評価の仕組み・中身について本当に理解

したうえで業務に当たっているだろうか。 

例えば、公共用地取得の場面で評価が求められるのは、

基本的に標準地の評価であるが、起業者や地権者にとって

最終的に必要であり、問題になるのは買収地そのものの価

格である。また、この場合、起業者は、不動産鑑定評価基

準ではなく、損失補償基準（土地評価事務処理要領）とい

う別の基準にある意味拘束されている。他方、固定資産税

土地評価の場面で評価が求められるのは、標準宅地の評価

であるが、市町村や納税者にとって最終的に必要であり、

問題になるのは、課税の対象となる各画地の価格である。

また、この場合も同様、市町村は、不動産鑑定評価基準で

はなく、固定資産評価基準という別の基準に拘束されてい

る。 

これらの公的土地評価は、多くの鑑定士が携わっている

業務であるが、鑑定評価はそれぞれの一連の作業手順のう

ちの一つであるということに十分配意し、それらの背景に

ある損失補償基準（土地評価事務処理要領）や固定資産評

価基準の中身まで理解したうえで、これらの業務に携わっ

ている鑑定士はどれほどいるだろうか。 

逆にいえば、依頼された土地をただ評価するだけで終わ

ってしまっているような鑑定士も多い。これは実際に行政

担当者から言われたことであるが、各基準の内容を踏まえ

たうえで、その前後の作業まで的確なアドバイスをくれ、

面倒を見てくれる鑑定士は少ないとのことである（”公的

評価の発注は平等であるべきなどという”鑑定士が取り

折いるが、大抵はこういうことができていない人が多い。

コンサルが伴う業務は人によって質的な差が出て当然で

あるし、その仕事の重要性・専門性をわかっていれば、基

本的にそのような考え方にはつながらない）。 

地方公共団体の職員が数年で配置替えとなり、専門職が

非常に育ちにくい環境にある中で、我々不動産鑑定士は、

損失補償基準、土地評価事務処理要領、固定資産評価基準

等の内容を踏まえ、起業者（公共用地）、市町村（固定評

価）側の視点をも踏まえた的確なコンサルを行い、時には

指導すべき立場にあり、そういうニーズも実はある（固定

評価で言えば、どこに相談して良いかわからないからコン

サル業者などが取り敢えずの相談先となっているのが実

情である）。 

これらの公的評価に対する悲観論も多いが、まだまだや

るべきことはたくさんあり、これらが十分できていないと

いうのも実際のところではないか。これらの業務に係る競

争入札の増加もそのような意味での高い質を持った仕事

や啓蒙・指導が不十分であり、結果として鑑定士の意義が

軽視され、また“質を見分ける目”を育てることができて

いないことも一因といえよう。 

これらの公的土地評価は、地方の不動産鑑定士にとって、

現在もこれからも重要な業務であるが、既存の業務である

だけに、そもそも“その業務がある”ということが当然か

のような前提での議論が多い。しかし、固定資産税土地評

価一つを取りあげてみても「不動産鑑定士」が登場するの

は、地方税法ではなく、固定資産評価基準の、しかも『経
．

過措置
．．．

』という節の中で一言登場するだけである（「標準

宅地の適正な時価を求めるに当たっては、当分の間
．．．．

・・・

不動産鑑定士の鑑定評価を活用する」と欠かれているの

み）。そういう非常に危うい前提に標準宅地の評価業務が

成り立っていることをもっと多くの鑑定士が理解すべき

である。もしこれが無くなってしまえば、競争入札への対

応どころの騒ぎではなく致命的なダメージに繋がるとい

えよう。 

これを防ぐためには、これらの業務における存在感をよ

り高め、不動産鑑定士が携わることの必然性を獲得しなけ

ればならない。「公益法人化」等の枠組み作りだけに止ま

らず、そういう視点での実のある取り組みを併せて行って

いかなければ、いつか足下をすくわれる時がくるかもしれ

ない。 

新しいことだけではなく、既存のこれらの業務に対する

鑑定士のあり方を今一度議論し、共有する良い機会だと思

う次第である。 

（徳島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

今の鑑定業界で最も問題だと考えているのは競争入札

制です。数年前より近畿財務局依頼の案件が入札制になり、

非常な安価で落札されています。2回応札したことがあり

ますが、その落札額を聞いてバカバカしくなり、今後応札

するのはやめにしました。林地や崖地が 5～7万円で落札

されているのです。このような、境界確定が困難、事例も

少ない案件をどうやってこんな金額で請け負えるのか、き

ちんとした評価書が書けるのか疑わしいです。「安かろう、

悪かろう」になりはしないでしょうか。やはり「こんな安

い評価料で細かいことまで時間をかけて調べてられるか。」

と思うのが人情でしょうから。 

 固評も入札制を導入する市が増えることが予想されま

す。そして、市町が入札制を取り入れれば、それに倣え、

で入札制が普遍的なることが懸念されます。入札制になれ

ば、鑑定評価制度自体の存続があやうくなると思います。

土地の価格というものは客観性がないにもかかわらず、一

般経済の動きに大きく影響するからこそ、鑑定評価が必要

なのです。普段の私たちの無償の情報収集に見合う評価料

をいただき、時間をかけて責任を持って評価するのでなけ

れば鑑定評価制度は不要です。不動産取引業者に行ってチ

ョロっと相場を聞いてくればいいのです。 

 「全員が」勇気を持って、入札制に反対する、もっと過

激に言えば応札をボイコットすることが将来的に自分た

ちの存続の道を残すことになるのではないでしょうか。 

（滋賀） 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○精通していない他県業者の地域性・市場性を反映してい

ない鑑定評価による鑑定士の権威の失墜 

 基本的に数日だけ調査して正確な評価ができるとは思

えない。 

 事例云々よりも精通していない他地域の鑑定評価の受

注をやめるべき。 

○既存マーケットにとらわれすぎることによるダンピン

グの横行。 

 既存のパイを取り合うのはナンセンス。新たな商品開発

を行い営業すべき。 

 フィーをもらえてないコンサル・調査業務を対価をもら

えるような商品化・宣伝を行う必要がある。 

（高知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

地価公示の地点縮小や業務日程の意味の乏しい細密化、

相続税路線価の見直し、固評のルーテインワーク化、ク

ライアント・プレッシャー問題、事例資料を適切に利活

用する施策を置き去りにした新スキーム改善問題、何よ

りも歯止めが掛からない鑑定需要の縮小と評価報酬の低

廉化問題 などなど様々な問題点が指摘されていながら、

当面の対策すら的確に実施できない鑑定業界の有り様は、

とても憂慮されます。 

 昭和末期から平成にかけて一つのピークを得た鑑定業

界は、その後にやってきた公共事業の縮小や経済情勢の

変化に対応できず、マイナスのスパイラルの一途を辿っ

ていると言えましょう。 それはピーク時に自らの主導

で次の手を打たなかった業界の辿るべき必然性とも言え

ましょう。 

 資格者受難の時代とは云われていますが、まだまだ公

的評価や民需に相応の鑑定評価需要が残されているあい

だに、確かな戦略の元に適切な戦術を模索するべきであ

ろうと考えます。 鑑定評価制度が創設された五十年前

と異なる今の状況、すなわち、ａ．コンピュータとイン

ターネット時代でありデジタル化の時代であること、ｂ．

少子高齢化社会が到来し地方が疲弊し、都会にも高齢化

が急速に進み買い物困難地域が現れていること、ｃ．公

共事業はメンテナンスすら覚束無くなりかねない状況に

あること、ｄ．地理情報が急速に浸透しスマートホンで

も位置情報が簡単に得られる時代にあること、 などな

どに対応する戦略が求められていると考えます。 

 とは申しましても、確かな戦略が容易に得られるわけ

ではないでしょう。 過去の成功体験を捨てる勇気、鑑

定評価基準さえ乗り越えてゆく気概、何よりも国交省や

鑑定士協会連合会に頼らない自立と自律の自覚が求めら

れていると考えますし、挑戦する勇気が鑑定士一人ひと

りに求められていると考えます。 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

入札による報酬料のダンピング⇒士協会、鑑政連が連携し

て鑑定は入札になじまないことを訴える。 

（岡山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

（一番問題視している事象）鑑定士のモラルの低下 

今の不動産鑑定士に欠けているもの、それは「研鑽」であ

る。目先のカネに飛び付き、たいして実力もなく先生面し

たレベルの低い不動産鑑定士が此処彼処に跋扈している。

依頼者が鑑定評価書を読めないのをいいことに、「入札で

どうせ安いのだから」といい加減な評価も横行している。

その成れの果てが仕事の減少。弁護士、公認会計士と並び

称される三大国家資格だと胡座をかき、忙しさにかまけて

研鑽を怠り、公益法人の会員としての自覚も欠き（無料相

談会の欠席者）、職業を通して社会に奉仕する心を失い、

「自分さえよければ」と欲得のみに走って来たが故のこの

ザマである。 

（対応策）士協会主催の「勉強会」 

「原点」に立ち返る必要がある。業界のレベルアップを図

ることを主眼とする。内容は、実際の案件、ケーススタデ

ィほか、法律、税務、ファイナンス、統計、Excel等実務

に関すること何でも。講師は輪番制で各人の講師能力の向

上も図る。中堅・若手が主体になると思うが、侃々諤々の

議論や交流を通じて、専門職業家としての意識・モラルの

再構築、さらに新たな仕事分野も見出せてくるものと確信

する。 

（グループ会議で取り上げてほしいテーマと意見） 

・取引事例新スキーム制度⇒国交省に大政奉還を求めて

（地価公示のストライキ）、鑑定士側で著作権を保有すべ

き。事例分析も公益社団法人である鑑定士協会が行って、

社会に発信すべき。 

・新たな仕事分野（具体的に） 

・入札問題⇒規制の創出 

（意気込み）「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め

置かまし “鑑定”魂」 

（埼玉） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

会員資格の統一。士協会によって会員がバラバラ 

ａ．鑑定士のみ  

ｂ．鑑定士と鑑定業者の代表者（鑑定士でない） 

ｃ．鑑定業者または鑑定士 

ｄ．鑑定業者および勤務鑑定士（業者の代表者でない） 

ｅ．鑑定業者および鑑定士 

※「法人業者」と「代表者である鑑定士」の人格は別であ

る。「鑑定業者」と「代表者である鑑定士」のどちらも会

員としているが、「会費」や「議決権」は、一会員分であ

る。名実共に「公益社団法人○○県不動産鑑定士協会」に

する。 

「専門資格者団体」「公益性」をアピールして、価格競争

に歯止めをかける。 

（埼玉） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．鑑定評価の精度向上について 

今の鑑定評価は鑑定士個人の主観が強く反映されすぎ

て、結論である評価額が鑑定士によって異なりすぎる。こ

れは鑑定士個人の能力というよりも、入手できる資料が十

分でないこと、本当の意味で価格形成要因の分析が十分に

できていないことが主な原因と思われる。業界としてそれ

を認識し、どのように改善していくか 

２．周辺業務 

鑑定士の独占業務（鑑定評価）の市場規模が縮小してい

くことは止めようがない。その中で鑑定士が周辺業務とし

てどのようなことができるか（個人ではやれることに限界

があるので、業界としてみんなが利益を得られることを考

える） 

（福井） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．鑑定士のコンプライアンス 鑑定５訓で高い倫理性が

求められているにも関わらず、きわめてその倫理感、コン

プライアンスの認識が低い。 

２．ストック市場が中心となりつつなる中で、従来の物を

作る更地評価は消えつつある。鑑定士はどの分野で生き残

り策を図っていくのか。中古住宅、中古事務所、店舗の流

通活性化等に鑑定士の希望はあるか。 

（静岡） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
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●問題視している事象 

鑑定報酬の過度のダンピング 

●対応策 

 鑑定業者の事業実績報告のネット上で開示するという

国交省の方針は、私が管理人をつとめるフェイスブックの

鑑定士グループでも取り上げ、知事認可業者に対象が拡大

される前に阻止できた。 

鑑定業者が過度のダンピングに走る原因は、１．競争によ

るもの、２．コスト意識が欠落しているものの２つと思わ

れる。前者については、過度の激化は望ましくないが、品

質低下を伴わない適正な競争下での受注であれば避難す

るにはあたらない。問題は後者であり、自宅を事務所とし、

職員を雇用しない零細自営業者からは、コストの観念がま

ったく欠落しているのではないか。 

これへの対応は、もはや倫理に訴えるしかないのだろうか。

個人的には対応策は浮かびません。 

◎グループ会議で取り上げて欲しいテーマと意見 

テーマ：民間企業の鑑定需要を発掘する方策 

意 見：企業の意思決定者に近いポジションを占めること

が必須。そのためには、売買・賃貸等の方針決定に関与す

るＣＲＥコンサル提案能力を高めることが喫緊である。 

 （愛知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

借地（地代）情報の組織的系統的な収集の仕組みを創る

必要性 

継続賃料評価・ＣＲＥ・商業施設の評価等で、地代情報

の必要性は認識されているものの、協会として組織的に収

集している地価情報は売買情報を主に、付属的に建物賃貸

情報に限られてしまっているのが現状と思われます。 

しかし、世の中の趨勢は借地・賃借に明確にシフトして

いる。建物募集賃料についてはネット等で入手が容易であ

るが、特に借地については情報不足の感が否めず、個別的

な努力で有られる情報だけでは対応困難と思われます。ア

ンケート調査等本格的な借地情報の収集システムを組織

的に構築すべきと考えます。 

＜参考＞ 

土地・建物取引情報の収集システムへの積極的な参画 

新スキームについては、管理体制がもっぱら問題とされて

いますが、収集情報の内容や分析等について、時代の要請

に応えうる仕組み作りを鑑定士サイドからも積極的に改

善案を提示していくべきと考えます。 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

不動産鑑定事務所が民間需要を開拓するために、ホームペ

ージをいかに活用すべきか、 

 活用できるか、についての展望と課題。 

（福島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

（テーマ）土地の価格が下がり続けることはよろしいこと

ではない。「地方における地価が上昇するための政策を提

案しよう」という積極的な態度を打ち出せませんか！ 

（三重） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○不動産鑑定士の独占的業務について 

地価公示や相続税の評価、競売の評価人など幸運にも独占

的に不動産鑑定士に付与される業務があるが、業域が狭す

ぎて一向に社会的認知度が上がらず、新しいサービスを開

拓できない 

（対応策）調停委員としての業務経験から得られた実感と

して、現在、調停の代理人としては弁護士が中心であるが、

地代や賃料の増減額請求や建物買取請求についての法律

判断は事案によっては不動産鑑定士の業務知識にほうが

有効であると感じることも多い。 

そこで司法書士や社会保険労務士の制度改革のように不

動産に関する一定の調停や訴訟の代理行為（弁護士業務）

や行政手続き行為（行政書士業務）について不動産鑑定士

も行えるように業法改正を中心とした制度改革を提案し

たい。 

（愛知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

不動産鑑定士が従来の枠組みの上に胡坐をかいてきたと

いう主旨はよく理解できます。 

今後、胡坐をかいたままで生き残れるという保証はどこに

もありません。しかし、そのことを認識できず、又、これ

から先どのように行動したらよいか迷っている人も多数

います。 

このような中で私が提案したいのは、研修や広報のあり方

です。特に不動産鑑定士の研修の内容については、評価基

準の改正や業務拡大のための知識の修得が大半であり、当

然これは必要であり、今後とも継続していかねばなりませ

ん。 

しかしながら、残念なのは折角研修等で修得した内容、技

術あるいは組織としての成果品が十分社会一般に認知さ

れているとは言い難いのです。このことが、いつまでも不

動産鑑定士の認知度の向上につながらないのです。 

これからは、不動産鑑定士と社会一般のギャップを埋める

ための研修内容の拡充、広報体制のあり方、営業ツールの

確立などを十分協議していくことが急務だと考えます。 

（熊本） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・新スキーム、事例閲覧制度の今後 

 取引事例の管理が問題になっているにもかかわらず、な

かなか対応策がまとまらないことが大いに懸念される。こ

の対応は急がないと、鑑定士の社会的信用が失われること

になるのではないか。鑑定士のためだけではなく、対外的

に事例データを活用した情報提供等ができないかと思う。 

（愛知） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定士登録をして４年で、業界のこれまでの様子、まし

てや現在の全体像についてもよくわからない状態ですが、

感じることを率直に書きたいと思います。もちろん、自分

個人の問題もあると思いますので、ご了承ください。 

・ほしい価格があって、その価格のお墨付きをもらうため

の対価として鑑定評価書を買っている感じ。 

・社会的必要性があまり感じられない。 どこに仕事があ

るのか？ どこに営業すればいいのか？ 

・価格を出すだけなら、不動産屋でできる。 

・以前、信託銀行ＯＢによる【「相続手続き」「相続対策」

の実務と留意点】という講演会に出席したが、そのプレイ

ヤーの中に不動産鑑定士が登場しなかった。 

・鑑定業界のみ、事業実績（報酬、件数）を公開されてい

るのではないか？なぜ？ 

・業者ヒアリングをする点について、「医者が薬剤師に薬

を聞きに回っているようなもので、屈辱的である」とおっ

しゃる先生もいた。業者ヒアリングを鵜呑みに発言する人

もいる。鑑定士の判断は？？ 
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・専門家として調査、分析、資料を対外的にもっと発信す

べきだと思う。 

・時点修正率を 0.1単位で細かく計算するのに、地域要因

をばっさり２０などとするのは、精度としてどうか？ 

・取引事例を眺めていても、地域の水準の大まかなもの、

傾向はわかるが、変動率までは現実にはわからない。 

・何か新しい仕事、需要はないか? 

（石川） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

入札問題 

新規分野の開拓 

基準改正 農地・林地・公共用地取得価格 

（奈良） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・入札増加や低価格化への対応をガイドラインで「意見書」

「簡易鑑定」を封じようとしたことの検証が早くも必要な

気がする。 

・様式や正しいひな形の周知徹底が必要で、これまでの研

修では趣旨説明ばかりで、肝心の記載項目や内容があいま

いと思う。 

・多くの鑑定士に処分可能性を与えるのみで、萎縮も招き、

社会的需要に正しく応えられないのではないか。 

（和歌山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

＜一番問題視している事象＞ 

 不動産鑑定士の社会的認知度の低さとこれに起因する

民間の評価需要の低迷 

＜上記の対応策＞ 

単純に不動産鑑定士の認知度を上げるということでは

なく、不動産鑑定評価制度の社会での活用方法、メリット

等を浸透させることが重要と考えています。そのためには

我々個々が自己研鑽を高め、真の不動産全般に関する専門

家としての地位をアピールするため、セミナー、新聞広告

等にて、不動産鑑定評価制度についての認知度を広める。 

＜グループ会議で取り上げてほしいテーマ＞ 

価格体系（正常価格の在り方） 

＜上記に対する私見＞ 

現状で、正常価格の枠内で幅を持たせているが、依頼目

的別にそれぞれの価格の体系があってしかるべきと思う。

すなわち同一不動産であっても、依頼目的によって価格は

変わるのが正論でありかつ社会のニーズと思う。現状のま

まの広いストライクゾーンをもった正常価格にとらわれ

ていては、不動産鑑定士自体の信頼性・専門性が失墜して

しまうのではないかと危惧しています。 

（熊本）                               

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定評価の適正な実施の確保が困難になりつつある。

（入札制度、報酬料の低廉化、業務の簡略化に伴う品質の

低下等）⇒なんらかの規制が業界的に必要ではないか。 

不動産だけでなく不動産に関係する企業、団体の必要と

する様々な情報サービス開発を視野に入れ、ニーズに合っ

たサービスを提供する必要がある⇒鑑定士にしかできな

い、世間が必要とする評価書以外の情報の提供が必要では

ないか。 

鑑定を必要とする社会的な仕掛けを作る必要があるの

ではないか⇒法的義務鑑定の拡充 

鑑定周辺業務の拡大推進が必要 

（例）M&A（財団・機械工具設備を含む評価） 

・企業不動産の棚卸業務（物件資料の整理と現状確認） 

・賃料改定のための賃料調査、賃料負担力の提示業務 

・株価評価（企業評価）業務 

・特殊権利評価（知的財産権・水利権・漁業権・農地・温

泉権） 

・環境債務調査工事業務との提携、有効活用の提言（土壌

汚染・アスベスト・PCB） 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○不動産鑑定評価基準では「正常価格」「限定価格」「特定

価格」「特殊価格」を価格の種類として定めているが、こ

れでいいのか。「正常価格の市場の定義」から派生するも

のとしてその他の価格があるが、「正常価格」の定義と、

現実に鑑定士がつけている価格は、定義に即した正常価格

なのだろうか。 

公共事業の買収の場合、公売の場合、民間の処分の場合等、

不動産鑑定評価基準で書かれている「正常価格」として対

応できるのか。現実には“買えるだろうか”“売れるだろ

うか”を考えてはいないのか。 

鑑定評価基準に依頼目的の記載が必要事項としてあるが、

依頼目的と価格との関連性は全て同じか？ 

依頼目的に対応した適正価格が求められているのではな

いだろうか。 

 

○鑑定士の価格は、「意見である。」ということをもっとア

ピールする必要がある。近年入札が多くなっていることの

一因として、どの鑑定士が鑑定評価を行なっても同一価格

が求められるという幻想が社会（不動産鑑定評価を知らな

いが予算を握っている人達）にあるのではないか。 

鑑定士のつける価格は、その鑑定士の意見であり、他の鑑

定士に意見とは異なることを、社会に発信するべきではな

いか。 

（岡山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

公共から民間へのシフト。 

民間の相談業務 

（三重） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

ガイドラインの施行や最近では新スキーム事例について

の取扱いの変更、事業実績のウェブ公開などは、一見す

ると業界の透明化、不正防止の良策であると言わんばか

りであるが、そもそも、不祥事の大部分は都市部の鑑定

業者および鑑定士によるものであり、地方の（中小）鑑定

士の大半は真面目に各地域のルールを充分守っているは

ずである（すくなくとも岡山県では）。都会の鑑定士が地

方に土足で踏込み、荒らし回って帰っておきながら、こ

れからは都会のルールを押しつけるので、地方はそれに

従えと。 

この状況下で、地方は悪くないと声を上げない地方の鑑

定士の従順さ（無関心さか）が一番の問題と思う。 

（岡山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

宅建業者による査定書の発行は、徳島でもかなり行わ

れています。特に裁判の証拠資料として代理人が提出して

くる事例を頻繁に見かけます。都会では宅建業者以外にも

会計系コンサルが発行するリポートが横行していると聞

きます。 

宅建業者の価格査定も仲介以外の目的であっても無償

で行っているなら可愛いのですが、弁護士が介在して１０

万円程度の報酬が支払われた事例を知っています。１０万

円は高い方かもしれませんが、これだけ数が増えていると

言うことは、１件当たり４～５万円程度の相場が成立して

いる可能性は十分にあります。知り合いの弁護士に突っ込

んで聞くこともできますが、事後処理の問題があるのであ

えて聞いていません。つまり、聞いておいて何もしなけれ

ば黙認したことになりますし、証拠資料として相場情報的
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なニーズがあることは想像できるので、正式に抗議をする

にも、「じゃあ鑑定士協会は迅速性・費用の面も含めてど

のように対応してくれるの？」という展開になったときに、

とても一人では対応しかねるからです。 

① 金額は安いながらも新たな業務領域があるとみて開拓

的に取り組むのか（※） 

② 鑑定士サイドとしては鑑定評価基準・ガイドラインの

遵守があるのだから迎合的な態度は取らないが（ある程度

放置しておく）、現状の把握や一線の画し方について一度

議論・整理をしておくことは今後何かの役に立つはず。業

務拡充・業務適正化等の参考になるのではないでしょうか。 

私は、低報酬が予想されますし、業務の線引きも難し

そうであり、時節柄、裁判所関係の正式な評価に悪い影響

を与えかねないので、基本的に②の立場です。 

記事に出ているラーネッド法律事務所の中村しん吾氏

をパネリストに招いて、このタイミングで内田会長が少し

いじっておくのも面白いかもしれません。（私はあくまで

も提案するだけで、仮に採用されてもコーディネーターと

か座長は間違ってもお引き受けしませんので、ボツにして

いただいて一向に構いません。ただし、ラーネッド法律事

務所ネタとしてお止め置きいただければ結構です。） 

※ 宅建業者の査定書は見事に依頼者側の主張に沿ったも

のばかりです。沿うものでなければ代理人は裁判に出して

こないでしょうから当然なのですが。裁判所も今のところ

証拠として重視することは少ないようですので、それほど

目くじらを立てることはないとは思いますが無関心でも

いけません。それなりに監視しておく必要はあると思いま

す。また、調停とかのレベルだと扱いが少し違うことがあ

るかもしれません。中味的には、我々が云うところの正常

価格・処分価格・使用価値にそれぞれ対応するような多様

な目線の価格が、その前提の明示もなく乱れ飛んでいる印

象です。具体的な働きかけをするにしても、ここの注意喚

起だけに終わってしまったのでは、敵に塩を送ることにも

なりません（むこうの査定書のレベルアップ支援に終わっ

てしまいます）。中々難しいところがあると思います。 

（徳島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・入札 

・地価公示の方向 

（奈良） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・固定資産税評価が既得権益化しており、一部鑑定士間

で不公平な配分となっている。 

・競争入札で報酬の低廉化が目立つ。 

（三重） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

 多くの不動産鑑定事務所の中心は、地価公示、調査、

相続税等公的な評価と考えられるのですが、ポイント数

や単価等は減少傾向にあり、これまでの蓄積を生かして

周辺業務の比率を徐々に上げていくべきではないかと考

えています。特に不動産鑑定評価基準に則らない鑑定評

価（価格調査、市場調査、コンサル等）の割合また不動産

取引の透明性の向上による鑑定士としての将来像等につ

いて参考事例等があれば今後活用したい。これに限らず

周辺業務で活躍されている事例があれば紹介いただきた

い。 

（鹿児島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・現下の競争入札やオープンカウンターによる価格競争の

伴う鑑定発注方式が広まっていることを問題視している。

鑑定報酬の低廉化に歯止めがかからず、結果として品質低

下が懸念され、このまま放置しておけば、鑑定評価の社会

的信頼が著しく損なわれるのではと不安である。発注者側

へ申し入れし、価格競争回避の方策を協議すべきだと考え

る。これは全国的な問題であり、特に、国の財務局案件が

オープンカウンター方式の実施により、聞くところによる

と近畿管内では用対連報酬の平均約３割程度の低額にな

っているらしい。その結果、当局においても品質低下やア

フターケアに不満が出ており、 

 近々、四国財務局はこの問題で地元士協会幹部との意見

交換会の場を持つらしい。近畿でも競争入札を実施した大

阪府に対して、大阪士協会は昨年末、入札反対の意見書を

提出した模様である。当県においても指名競争入札を実施

する自治体が数か所出てきており、士協会としての対応が

急務である。 

 鑑定評価委託は委任契約であり、従来から評価額による

従価制が原則である。したがって、一般の請負契約のよう

に予め報酬見積額を提示することは困難である。また、提

供する業務内容は幾多のプロセスを踏んだ鑑定士の所見

であり、規格品の提供ではない。事案によって報酬の多寡

が出ることが多く、業務が完了しなければ報酬額は見極め

られない性格のものである。この点を発注者側に理解して

いただき、価格競争を伴わない選定方法を模索すべきと考

える。 

・「新スキーム第一次改善案」が去る４月１０日本部理事

会で可決承認され、本部一元管理のための統一システム開

発に着手することなどが機関決定された。この問題につい

ては、地方士協会としても情報安全管理面の総論には賛成

であるが、「改善案」が内包する各論で呑めない部分が多

い。４月９日の全国士協会長会調整会議において、「相互

乗り入れ」や「全国ネット閲覧」は禁止するという言質は

とれたように認識するが、士協会端末閲覧料の「内外格差」

問題や一括ダウンロードの「相評固評」問題 

 については、積み残したままの見切り発車である。いず

れにしても、地方士協会イニシアチブをしっかりと確保す

べく、６月１９日以降の新理事体制において本部執行部の

動きを注視し続けていきたい。 

（滋賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

取引事例の確保 

鑑定士のライフライン等の調査権限付与 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・平成 27 基準年度評価替えに不可欠となる取引事例資料

の取扱について（従前どおりの使用ができないとなると大

変なこととなるため、公的土地評価委員長の立場からも懸

念しています） 

・能力向上のための具体的方策について（専門職業家とし

ての能力向上のため何をどのように勉強してみえるかい

ろいろな方のお話を聞いてみたいです） 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

現在、公共工事に伴う買収における価格（買収価格）は、

実勢価格を上回るケースがほとんどである。当該買収価格

は制度上正常価格となっているが、実際は、残地補償が一

般的に行われないこと、実質的に強制的な売買になること、

工事期間の制限等の様々な要因が入り込み、正常価格が想

定する市場と乖離し、結果価格の差が生じることは明らか

である。もちろん正常価格についてストライクゾーン（適

正範囲）があることに異論はない。しかし明らかに当該ゾ

ーンを越える場合が存していることが問題で、当該事象が

続く限り誤解が生じる余地を多分に残し、鑑定士への信頼

は高まらないと考える。 
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対策としては、正常価格に公共買収に伴う要因を加味して

評価することが考えられ、加味する度合いを鑑定士が適正

に判断すれば過度な補償も防げるはずである。そうすれば

正常価格が負担する価格の範囲も軽減（正常価格の妥当性、

信頼性の向上）が図れ、結果鑑定士への信頼向上にもつな

がると考えている。 

（熊本） 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１はっきり言って地方では不動産鑑定の仕事が魅力のあ

るものではありません。多くの案件に関わって経験を重ね

ていくことがこの仕事では必須となるのですが特に開業

まもない若い鑑定士にはその機会は与えられません。どん

なに営業活動しても年間５件の鑑定評価案件の受注がク

リアできなければ地価公示業務に携わることができませ

ん。この仕事について１０年以上の経験を有する中堅以上

の鑑定士でさえ今日・明日の生活の糧さえ満足に得られな

いほどの収入しか確保できないのが実情です。 

びわ湖会議に出席できる鑑定士は恵まれています。独立開

業しても鑑定の仕事がなく、ガソリンスタンドや代行運転

のアルバイトをしなければならない人はどうすればよい

のでしょうか。 

もちろん、どこの鑑定事務所も仕事がありませんから独立

開業できない若い人（若くない場合もあるでしょう）を雇

用するほどの余裕はありません。これらについては対応策

はわかりませんが問題提起だけしておきます。 

２ 日本経済が世界の中で相対的に縮小していくなかで、

地価高騰を前提に作られた土地基本法も重要性を失い、残

念ながら不動産鑑定の必要性も量的には低下していると

思います。主として不動産の経済価値の判定を生業とする

不動産鑑定業は国民にとっては存在意義のないものにな

っているような気がします。これからは価格のみではなく

経済価値に関わる様々なデータの調査分析研究が求めら

れるのではないかと思います。それらを国民に提供してい

かなければこの業界は不要となるでしょう。しかし、それ

らの活動は公益的なものではあるものの目先の仕事とし

て収入源になるものではありません。それらをつなげる仕

組みづくりが必要なのではないかと思います。ただし、具

体的な方策等はわかりませんが。 

３ ところで、昨今の新聞紙上等を賑わせたいわゆる「か

んぽの宿の鑑定」のように国民からの不動産鑑定への信頼

性低下も問題です。我々不動産鑑定士は一種の職人（一般

には専門職業家でしょうが）ですから現地に臨場すること

がすべての基礎になるはずです。漁師が海（あるいは川・

湖）に行かずに魚をとっていい魚がとれるはずがあるでし

ょうか。取引事例等も同じで事例収集作業もその鑑定士の

血となり肉となっており、たとえ他の鑑定士が作成した事

例でも現地で再確認することは良い専門家であるために

必要なことだと思います。鑑定評価の作業の中で専門家と

して様々な判断に基づいて意見をまとめますし、また、上

述の調査研究においても専門家としての判断に基づいた

分析を行うことになるわけですが、それら判断の拠り所は

長年にわたる経験、研鑽の賜物です。そしてそれは多くの

案件に関わるほど、また、事例を始めとする資料の作成・

確認が多いほど確かなものとなるはずです。新スキーム等

の事例作成もその作成コスト等の議論の面ばかりに注目

するのではなく、不動産鑑定士の知識・経験の集積の手段

としてとらえることも必要です。研修会での単位のみなら

ず新スキーム等の事例作成の量等も鑑定士の活動の指標

として公表できないでしょうか。 

（岡山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・社会から必要とされるためには何をすればよいか、何が

求められているのか、そのためには何をすべきか。 

・鑑定士が常に求められている、公平中立な立場で客観的

に判断するということが本当にできているのか疑問。今ま

で守られすぎてきた感がある。もっと業界内の規律を厳し

くするべきではないか。そうすればより社会から認められ

ニーズも増えていくような気がする。 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

Ⅰ「不動産鑑定士は何の専門家か？」⇒不動産鑑定評価の

特徴。 

・経済活動に大きな影響を与える資産の価格（価値）を求

める。 

・資産の最有効使用を判定する。 

・資産価値判定の前提として地域やマーケットの分析を行

う。 

 従来の不動産鑑定評価に対するニーズが限定的である

ことの再認識 

（1）これまでと異なる方法論で不動産鑑定評価の新規需

要を掘り起こす。 

 例：①農地（農地の有効利用や集約化を促進するための

評価） 

②林地（水源涵養・土砂災害防止への寄与度を評価） 

③不動産の価格概念の整理・体系化（多様なコンサルティ

ング価格の提示） 

（2）不動産鑑定評価の理論を他の資産等の評価に応用し

て新規需要を掘り起こす。 

例：①動産。ＡＢＬ（動産担保融資）が普及しない理由の

一つに、動産の評価手法が確立されておらず回収リスクへ

の懸念から金融機関が融資に慎重にならざるを得ないこ

とが指摘される。なお、動産担保評価を専門とする外資系

評価会社に評価を依頼すると、多額の評価報酬料が発生す

るため融資コストが多大となり案件が成立しない（某地銀

談）。 

⇒鑑定協会が主導し動産鑑定評価の方法論を整備・確立し

国家資格制度（動産鑑定士制度）を創設する。 

②最有効使用を突き詰めた地域活性化提案（地域の最有効

使用を考える）。 

③国内に限定しない市場分析・地域分析（例えばアジア圏

の外国人にとって、観光資源や旅館、ローテ 

ク工場に対して日本人と異なる価値判断を行う可能性）。 

（3）不動産鑑定評価の理論を他国に輸出して新規需要を

掘り起こす。 

例：道路等の公共インフラ整備が必要な新興国に用地補償

の理論と実務ノウハウを提供。 

Ⅱ 地価公示（調査）について 

国や地方公共団体による公共地取得が激減し、全国的には

地価下落傾向が続いており資産としての不動産の優位性

は著しく低下している。また、国税路線価や固定資産税路

線価がネット上で誰でも閲覧可能な状況を踏まえると、国

民一般の感覚として地価公示に対する有難味は薄い。地価

公示法や国土法が廃止されない限り業務が消滅すること

は無いと思われるが、国の財政状況から業務拡大はあり得

ない。一方、地価インデックスとしての役割は大きいが、

これも物価・景気動向指数の一指標に過ぎない。 

評価人（自身を含む）の苦悩とは裏腹に、世間一般の目に

は地価公示（調査）業務は規制に守られた業界の独占業務

として映る可能性がある。特に、地価公示の鑑定評価書が

毎年公開されるようになると、たとえ評価人にとっては割

に合わなくとも世間一般の感覚として報酬額の妥当性が

問われる可能性がある。 

（1）地価公示（調査）価格は、あくまで土地取引のため

の指標のひとつにすぎないことを業界として周知する。本
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来、取引当事者の属性や依頼目的及び条件により価格は一

様でないはず。 

⇒価格概念を整理・体系化し付加価値を与える（前記）。 

（2）同様に、国税路線価や固定資産税路線価も、課税の

ための画一的評価手法に基づく指標のひとつにすぎない

ことを業界として周知する。 

⇒徒に節税効果を煽る必要はないが、ケースにより鑑定士

による精緻な評価を行うことで報酬を払っても納税者に

メリットをもたらす可能性がある点は周知して良いかと。

最近は相続や事業承継を切り口に資格者横断的なネット

ワーク形成が見られるが、一般に鑑定士の業務内容に対す

る認識度は低い。 

Ⅲ 不動産鑑定士としての社会的公共的意義 

 震災復興事業について、補償や街づくりの観点から鑑定

業界挙げての組織的な取組みは、ビジネスとしても社会貢

献としても意義があるのでは。 

Ⅳ 不動産鑑定士の差別化 

（1）不動産鑑定評価は、鑑定士のスキルやノウハウの如

何により、必ずしも同じ結果にはならないことを業界とし

て周知していくべき。⇒単なる書類作成ではないので、入

札は馴染まない。 

（2）鑑定士各人の専門分野を明確にする仕組みづくり。 

Ⅴ ＰＲ 

 若い世代に鑑定業界に興味を持ってもらうことは重要。

鑑定理論を駆使して密室トリックを解決する探偵番組は

難しいと思われるが、イメージ向上のため鑑定士を主人公

にしたドラマ放映ぐらいは真剣に考えた方が良いと思う。

カリスマ鑑定士、イケメン鑑定士、おネエ鑑定士など、業

界の広告塔によるメディア戦略も必要。 

（福岡） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

公共の鑑定の発注が入札になりつつあること 

単価がどんどん下がっていること 

全部とりたい会社がある以上、歯止めが効かない状況にあ

り、業界として成り立っていくのか心配 

鑑定業が企業として継続して行くには最低価格が必要 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

【業務内容の拡充 ～協会全体での営業活動～】 

以前より「鑑定評価」業務に拘らずとも相応の需要はある

のではないか、と思っております（将来予測の判断指標動

向等）。ただ、悲しいことに決まり切った業務方法がない

「コンサル業務」の仕方やその提案方法のコツがわからな

い鑑定士は少なくないのではないでしょうか。その対応の

一つとして、毎日の新聞記事で気になるものに対して”企

画書”を作成し、その内容に応じて”見積額”を算定して

みるトレーニングをしてみるのです。当然ながら正解はあ

りませんので、他人の意見を聞く機会を設けて（出来れば

定期的に）、その中で”これは！”というものをその”企

画書”が対象とする行政や企業にぶつけてみるような活

動があってもいいのではないでしょうか？（いつまでも綺

麗事や抽象論、不平不満ばかりの意見はたくさんです） 

（兵庫） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

地価公示などで、近年、求める価格が「あるがままの価格」

であり、鑑定評価は市場価格を探してくることだと強調さ

れている。歴史的にみると、鑑定評価は不動産市場の不完

全性を前提に、市場を補完するものとして制度化されたも

のと考えられるが、「あるがままの価格」（市場価格）を強

調しすぎることは鑑定評価制度の否定に繋がるのではな

いか。 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・公共用地取得のための鑑定評価の適正化…モニタリング

の実施。農地についても地価調査基準地を設定する。複数

の鑑定業者による鑑定を義務とする。 

・価格競争のあり方の検討…最低制限価格の設定(例えば、

入札価格平均額の７割など。行き過ぎた低価格入札を排除

する)    

・鑑定評価制度と著作権…地価公示鑑定評価では、鑑定評

価書と事例カードの著作権は国土省に無償譲渡される契

約となっているが、合理性あるのか疑問である。そもそも

鑑定評価書の著作権に譲渡性があるのか。 

（福岡） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

－鑑定の担うべき分野と現状－実務的な２つの課題 

鑑定（業）が今日抱える問題点等は、多くの方々によって

指摘、議論されると思われるが、議論の一助として鑑定（業）

が寄与、また担うべき課題及び鑑定需要の現状などについ

て俯瞰してみたい。（周辺業務（コンサル）分野は除外） 

分野 
鑑定を必要とするケース 

（現状） 

わが国の  不動産市場の

透明化、合理化、大衆化、

グローバル化などへの寄

与、 

※ わが国の市場特性／

次のような市場参入障害

がある－不透明性、不動

産情報の不足、または情

報の偏り、さらに適確な

不動産価格情報の不足－ 

①地価公示・調査のための

評価 

②売買、競売、公売のため

の評価 

③不動産証券化のための

評価 

④新規の賃貸借評価 

公正な価格（賃料）情報

の提供 

相続、固定資産など税関連

評価 

訴訟関連評価 

公有地など公有財産処分

（売り払い、貸与など）の

ための評価 

公共買収・収用等に伴う

補償額の算定（私有財産

権の保障） 

公共用地取得に伴う評価 

公共目的の賃借に伴う評

価 

当事者間、また事業前後

時点間の衡平など利益調

整機能 

継続賃貸借時の賃料評価 

土地区画整理、都市再開

発、地区改良・共同建築（合

築）などに伴う評価 

受益者負担に伴う評価 

企業会計への寄与 

（企業資産の時価評価） 

棚卸資産の評価（正味実現

可能価額） 

固定資産評価（減損会計） 

投資不動産の時価（公正価

格）の評価 

変化する社会的要請への

寄与 

高齢化社会への対応 

環境重視型社会への対応 

その他 

リバースモーゲージ関連

評価 

環境価値評価 

環境配慮型不動産（例 グ

リーンビル等評価） 

エコシティ、エコタウン評

価 

環境保全財（農地・隣地な

ど）の評価 

なお、鑑定界に共通する今日の実務的な課題について付

言すれば、課題そのものは多数あっても、実務的には、（A）

情報発信、（B）鑑定先例（評価先例地価等）の登録制の 2

※ 
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点に絞ることができるのではないか。 

（A）については、不動産価格情報－例えば「地価ルック」

のようなものや、「不動産利回り調査」、または「○○短観」

というような不動産の価格気配を伝えるものでもよい－

を年に数回、定期的に地方単位で発信していく。多少費用

がかかり、面倒でまた地味ではあるものの、鑑定の PR、

また信頼度を高めていくのに有用である。因みに、諸外国

の鑑定団体でも定期刊行物は多く、このあたりの工夫、努

力が伺える。 

（B）については、鑑定価格の混乱（例、鑑定評価格の大

きな違い）によって、鑑定評価そのものに対する信頼性に

疑いがもたれることへの防止等である。これは各地域、各

国共通の悩みでもあり、それぞれの工夫がなされている。

そのひとつの試みとして、鑑定先例価格－更地標準価格－

の登録、データーベース化がある。地価（標準単価）の評

価先例のほか、同種住戸が多く、評価対象となることも多

い（超）高層大規模マンションの評価先例（階層、間取り、

方位、床単価）も必要となるかもしれない。 

 これら、他の会員や事務所の評価先例価格をも参考にし

ていく仕組みづくりはそう難しいものではないであろう。

鑑定への信頼低下は会員全体の不利益となり、逆に信頼の

向上は会員全体の利益であり、また個人の利益ともなる。

このような評価先例一部の登録制は、可能な地域から試み、

実行していくことが望まれる。 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

〈問題視している事象〉鑑定報酬額の低廉化 

〈対応策〉鑑定士各人が業界全体を考え、報酬額の良識的

下限に配慮する（仕事量的に厳しい情勢にはあるも、低廉

な額で安易に仕事を受けないよう努める）。入札制度に歯

止めをかける。  

〈グループ会議 希望テーマ〉鑑定業務範囲の拡大⇔  

鑑定士各人の積極的開拓が必要 

（兵庫） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．問題視している事象：国（及び地方公共団体）との関

係について。鑑定士の「自分たちの仕事の捉え方」につい

て。 

２．対応策：現実をきちんと認識し、既存の枠組みにとら

われない再構築を行うこと。 

３．グループ討議で取り上げてほしいテーマ：上記の問題

が集約されているのが「地価公示」という業務だと思いま

す。求める価格、手順、発注者と受注者の関係、報酬額、

事例の扱い、他の公共事業受注の前提になってしまってい

ること（地域精通性の証明になっている？地価公示をしな

いと固評や相路が受注できない、など）・・・知れば知る

ほどすべてがおかしい。地価公示はどうあるべきか、もし

かして不要なのでは？みんなで辞退して国交省傘下から

離脱したっていいんじゃないの？などの議論もありかと

思います。 

４．意見：言葉は悪いですが、今の鑑定士って「すでに女

として愛想をつかされているのに法律（婚姻制度）を盾に

離婚を拒んでいる妻。安月給とか夫に悪態をつきつつ、自

分はぶくぶく太って昼寝三昧で見るも無残、でも経済力な

いから離婚はイヤ。どこまでもしがみついてやる～」みた

いな立場だなと思います。士（サムライ）と言っても所詮

「すぐれて制度」な資格であって、制度そのものが揺らげ

ばあっという間に食いっぱぐれます。高楊枝をくわえて死

ぬつもりならいいですが、生き残るためには多少の制度の

揺らぎにも対応できること、すなわち、クライアントに必

要とされるサービスをきちんと提供できることが必要で

す。サービス業としての自覚を持ち、他との差別化に日々

努力すること。「我々のサービスが気に入らなければ、他

へ行ってくれ」と相手が誰であっても（国であっても）い

える武器を持つことが必要。難しい試験を通ったこと（≒

昔はベッピンだったこと？）など屁のつっぱりにもなりま

せん。すべての鑑定士が「自律と自立」の自覚を持つこと

が必要だと思います。 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◆◇◆ 

最低限報酬の導入：地方のこの業界のパイが小さくなりつ

つあるのは、現状、国家全体の公共投資がＧＤＰ比で１９

８０年代前半の水準にまで削ぎ落とされている以上、どう

にもならない部分がある。公共投資に或る程度影響される

地域では、鑑定業に対する需給ギャップがそれなりに発生

しているのは当然と言える。 

しかしながら、若手どころか、既に資産をそれなりに形

成しているような年齢者が、アルバイト賃金程度で仕事を

受注される。このことの悪影響は極めて大きく、これまで

の報酬レベルの９割引で受注提示するような者も出現し

ている。報酬の下限防波堤がない。このことが極めて遺憾

である。 

「雇用を守る」こと。これが地域経済を疲弊させない一

番大切なテーマである。そのためには、雇用に伴って人件

費が発生し、賃料、光熱費などの諸経費が必要である。個々

によって程度の差はあろうが、「少なくともこの程度の報

酬でないと、公正な姿勢で、鑑定事務所の経営が行えず、

雇用も守れない」というラインがあるはずである。また、

仮に一人事務所であっても、その事務所がなくなれば、税

収減へとつながるのであるから、やはり「雇用等コストか

ら見た最低限報酬」ということについて確率することが大

切ではないか。そのような行為は独占禁止法に抵触するか

ら駄目だ、というのであれば、残念ながら、今後は個々で

対応して行かざるを得ない。ただ、下限なき野放図の競争

を行ってきた有様が今日の状況である。 

個人的には、「鑑定報酬を見える化」するよう（この資料

を取得するのに幾ら、印紙代等々）、また、仮に値引きさ

れても適正利益が残るよう、工夫している。 

（石川） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

個人事務所の新規業務開拓の難しさ 

証券化など大型案件は大手業者に回る。個人事務所が得意

としていた公共団体からの受注は大幅に減り、かつ入札に

より価格破壊が進行している。一方、鑑定評価周辺業務と

いっても簡単な価格査定はインターネットによる不動産

価格情報の普及や不動産業者の無料査定等と競合し、簡単

にはゆかない。このような状況下において、個人事務所は

どの様に生き残るか？その方法を探りたい。 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

現在の問題点は開催趣旨にあるように、「従来の枠組み

の上に胡坐をかいてきた」ことであろうし、その対応策は

方向性にあるように、「鑑定士が社会に役立ち、生き残っ

ていくため」に何をするか自ら考えることであると思いま

す。具体的な対応策は様々でしょうが、わたしは「社会に

信頼される鑑定評価」を挙げたいと思います。 

近年、鑑定業界でも「説明責任」が強調されるようになり

ました。これは、「専門職業家も自ら行った判断は合理的

に説明する義務があり、合理的に説明できない判断は行わ

ない。」ということと理解していますが、ここでの合理的

な説明とは、客観的データに裏付けられた説明のみに限定

されるわけではなく、時には経験値的判断（基準の「専門

家としての判断や意見」）も含まれるものと考えます。 

「社会に信頼される鑑定評価」であるためには「説明責
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任」は避けて通れないハードルですが、ここで問題となる

のが、「従来の枠組みの上の胡坐をかいていないか？」と

いう視点です。逆説的ではありますが「専門家としての判

断や意見」が許されているからこそ、評価書のなかでは客

観的で説得力のある説明を心がけることが必要だと考え

ます。そのため、ここでの対応策も対症療法的に「客観的

で説得力のある評価書のノウハウ集」的なものを作成する

ことで事足れりとするのではなく、鑑定評価の基本にたち

かえった対応策が必要と考えます。以下では、価格形成要

因の分析を例に考えてみます。 

不動産の価格は、多数の要因の相互作用の結果として形

成されますが要因自体も変動するため、鑑定評価はひとつ

ひとつの要因を分析・検討し、どの要因が対象不動産の価

格を変動させているのかを把握することであると考えら

れます。ここでは、多数の要因は様々な情報と言えるかも

しれません。以前は、不動産の価格情報を入手できる人は

限定されていたでしょうが、現在では誰でも比較的容易に

入手可能になりました。仮に情報量が同じクライアントに

対して不動産鑑定士として「信頼される鑑定評価」を行う

のに欠かせない能力は何かと考えたなら、 

１．「情報分析能力」：様々な情報と不動産の価格形成要因

との間にある相関関係を分析する努力を怠らない。 

２．「プレゼンテーション能力」：分析結果をわかりやすく

評価書に記載するよう心がける。ではないかと思います。

では、どうしたらその能力が獲得できるのか。今の私には

「努力する」または「心がける」と精神論的な回答しかあ

りません。もし、今回の会議に参加させていただけるなら

ば、皆様との意見交換を通じて実践的な回答を得たいと思

い、参加申し込みいたしました。よろしくお願いいたしま

す。以上 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

■従来からの鑑定評価は、時代的にまだ余裕があった頃は

成り立ったが、現代は社会的なニーズに対応して、不動産

の専門家として求められるニーズが多様化しており、鑑定

評価ひとくくりでは対応できない。この状況に、不動産の

一番の専門家たる鑑定士がどう対処していくか。テーマは

今回のびわこ会議と同じく広いものですが、参加して、皆

さんの意見をお聞きしたいと思ってます。 

その他、ランダムに以下。 

■不動産鑑定士は本当に地域に精通しているか。どういう

レベルを地域精通というのか。 

■公共買収鑑定において、過去からの経緯を強く受ける評

価であった場合、鑑定士としてどう対処・対応すべきか。

または、依頼者プレッシャー（事業者プレッシャー？）に

対して。 

（徳島） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

一番の問題点は「鑑定評価制度の維持の危うさ」です。 

いち実務家として、この不動産鑑定士及び不動産鑑定評価

制度の有用性・重要性は各方面で感じています。また誠実

に仕事をしている個人・業者に対してもそれなりの評価は

あると思っています。たとえば、裁判所における調停委員

等の各種委員、行政における審議会委員等、各種相談会の

相談員等々、各方面から高い評価をいただいているのも事

実ですし、問題解決に不可欠な存在であるともいえます。

特にこのような仕事は我々が社会に奉仕するという意識

が高いせいでもあると思います。 

一方ビジネスとして取り組んでいる一般鑑定や公的評

価であっても、社会に役立つことは当然多いわけですが、

一部でモラルにもとる仕事をする特定の鑑定士、あるいは

それに気が付かず不当鑑定まがいの評価をしてしまう残

念な鑑定士が存在するのも事実です。しかし総じて日本の

社会の各般にわたって、われわれ鑑定士の仕事は有用性が

高いと認識しています。当然にモラルの維持、スキルの向

上努力は必死になって行い続けなければいけませんが。

（鑑定五訓を中心としたクレドの作成が急務です） 

現在監督官庁といわれている国土交通省の官僚、鑑定士

を安く使おうとする財務省・国税庁・総務省の官僚達はど

のように我々のことを考えているのでしょう？あまり良

い回答が返ってこない可能性があるのがちょっと恐ろし

いところですが。当然ながら政治・学者も巻き込んで、鑑

定評価制度をあらためて支え直すことをしないといけな

くなっていると思っています。 

われわれだけが出来ることには限界があります。場合に

よれば資格の更新制度等のムチをくらうことも今後起こ

るかも知れませんが、それくらいのことはわれわれは受け

て立たなくてはいけないのでしょう。このままだと数年の

内に次代を担ってもらわなければいけない若くて優秀な

世代がいなくなってしまう恐れが強いです。既に今年あた

りの試験受験者や実務修習申し込み者を分析すれば自明

ではないでしょうか。鑑定協会も本腰を入れて各役所とわ

たりあう覚悟で取り組まなくてはいけなくなっています

し、会員からのプレッシャーも今こそ必要だと思います。

自らが行う業務拡大への取り組みの必要性ほか、まだまだ

ありますが、このような対応策について議論をしたく思っ

ています。                                

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

「社会に根ざした持続的な不動産鑑定評価制度の確立」を

掲げたいわゆる「将来ビジョン」は、今まさに私達不動産

鑑定士が取り組むべき課題です。しかしこれは言うまでも

ない事なのでしょうが、不動産鑑定評価制度がなぜ必要で、

なぜ今のように社会に組み込まれてきたか、そのことを再

度確認する必要もあります。足元が揺らいだ中での「将来

ビジョン」では立ち行きません。今やるべきは、不動産鑑

定評価制度の足元を固めそこから将来へ打って出る。キー

フレーズは「変わらないために変わる」であります。 

もう一度原点に立ち返って、これからの不動産鑑定士の

あり方を再定義する、「びわ湖会議」のテーマにまさに賛

同します。それに沿う活発な意見交換を期待します。 

【取り上げてほしいテーマ】 

・新スキームと公的土地評価一元化 

・中古不動産市場における不動産鑑定士の可能性 

・地方におけるＰＲＥ・ＣＲＥの現状と可能性 

（北海道） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．見積合せ、入札受注のさいの、受注側の過剰低廉入札

の問題。  

２．発注者側の低廉受注に対する無作為の問題。 

最低制限価格の導入や、宇治市にみられる変動価格制度の

導入を呼びかけるべき。 

３．固定資産標準宅地の鑑定評価の非義務化の動きへの対

処 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

入札問題：価格競争ができる業務ではない。 

（和歌山） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・一番問題視している事象 

地方での鑑定評価業務（特に個人業者）の発展性、将来性  

・その対応策 

業務拡大には特徴ある、あるいは得意分野、強みのある分

野をもった事務所運営をすべきであろうが他社との差別
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化ができていないので、特に何をしたらよいのかわからな

い。あるいは各業者が共存共栄をし、業務拡大の余地があ

るなら、その分野（ニッチ産業？）を開発、研究したい。 

・グループ会議で取り上げてほしいテーマ 

地方での鑑定業務拡大、受注増加、特に民間業務の拡大の

方策 

（奈良） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

①鑑定業界で問題視している事象とその対応策 

・県が土地評価において入札制度を実施するようになり、

約 1年程度経過したが、その入札の指名業者も特定の業者

ばかりであり、公平性は全くない。この制度の実施前に県

からの説明は県の仕事での事業の実績を判断し、他にも市

町村で実績があれば考慮すると言っていたがそもそもそ

れを判断するような手続きやシステムになっていない。し

たがって、実績の少ない若手の業者は以前にも増して排除

されている状況にあると感じる。その対応策は、今のとこ

ろ思いつかないが、多数で制度の改定を県に訴えるしかな

いのではないかと思う。 

・ある地元の市町村では、土地区画整理事業に関してその

事業地内で鑑定をする場合は特定の鑑定士のみに全て発

注するという契約になっていると聞いた。その契約期間は

事業が完成するまでとのことなので、他の鑑定士が入る余

地が無い。対応策は無し。 

・固定資産税の標準宅地の評価員選任に関して、既存の評

価員が評価員選任の権限を持っている市町村がある。形式

的には市町村が決めるという形を取っているが、その市町

村の地価公示分科会に長く所属していても既存の評価員

が排除しているので実際に契約を取るのは困難となって

いるところがある。 

②グループ会議で取り上げてほしいテーマ 

・他の士業との連携の取り方で成功している手法 

・民間の会社への受注の拡大を実際にやってみた成功例な

ど 

・公的評価が実際に公平に行われている県があればその内

容などの話 

（埼玉） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定業界に対する危機感はすごくあります。いろいろと

模索していますが、今後どうしていったらいいのかその解

が未だ分からない状態です。 

みなさんの危機意識に対するご意見等をお聞かせ願い

たいです。 

なかには、危機感など無いといわれる方もお見えになる

かもしれません。そういう方のご意見も是非お聞きしたい。 

よろしくお願い致します。 

（岐阜） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・同一不動産或いは、近隣地域の不動産に対し、公示価格、

国税評価額、固定資産評価額がそれぞれ違うことについて

（一物三価）。 

・正常価格のストライクゾーンはあるのか。実勢値、用地

買収価格等の乖離について。市場が乏しい地方遠隔地や地

方工業地等の価格水準はあるのか、公示価格は指標となっ

ているのか 

※取り敢えず、気になっているあたりを記載しましたが、

普段流されているのが現状です。 

（兵庫） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

【問題視している事象】 

・鑑定評価（鑑定士）の質の低下 

鑑定評価の質については、価格競争に陥る中、クライアン

トの求める内容が精緻に、かつ期限がタイトになってきて

いるため、鑑定評価にあたり、詳細な分析・検討ができて

いない現況がある。しかし、価格を下げて需要が増える業

務ではないことから、絶対的な業務（需要）量が減少した

供給過多の状況では、価格競争はやむを得ないと考える。

この状況下で鑑定評価の質をいかに維持・向上させるかは、

個人の資質に委ねるところが大きく、外的に改善を目指す

とすれば、業務指針の精緻化・罰則規定の強化ぐらいしか

思いつかない。あとは、クライアント側の見る目・意識を

向上して頂くか。 

 鑑定士の質については、経験年数が長くて低レベルの鑑

定士は淘汰されるのを待つしかないが、経験の浅い鑑定士

は上記の状況の中、日々の業務に追われ、じっくり考える

時間、業務研鑽や意見交換する機会を作る余力が乏しい感

がある。結局、各個人がいかに時間を作り出すかという問

題であり、個人の資質（精神論）にいきつく感がある。 

【グループ会議で取り上げてほしいテーマ】 

・不動産の価値を評価する業務以外の分野・業務開拓 

・不動産有効活用・不動産トラブル対策等の法人ニーズ、

相続等の個人ニーズの業務開拓・拡張 

・他士業との連携業務の開拓・拡張 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

不動産鑑定評価制度は、地価公示制度や損失補償制度と

ともに、経済成長の過程で絶対的に不足していた社会資本

の整備に必要な公共用地を確保することを目的に創設さ

れたものであり、公共事業の拡大や土地神話のもとでの地

価対策に伴う官需の受け皿として発展してきた。 

いま、この根幹が急速に崩壊しつつある。もはや官には

公共事業が華やかなりし頃のように不動産鑑定業界を支

える力はない。おそらく、地域に根ざした鑑定需要は、諸

外国と同様、収用（損失補償）、租税（保有税）、司法（訴

訟・競売）という公平性や公正性が強く要請される公的な

ものに収斂するであろう。縮小する需要に追いつくように

供給は縮小せざるをえず、厳しい生き残り競争は不可避で

ある。 

民需は官需とは異なり、自らにとってメリットのないも

のには対価は支払わない。不動産鑑定士のセールスポイン

トである中立性・客観性は必要ないのである。民需に対応

するためには、取引仲介や税務等の知識を活かしたコンサ

ルティングなど依頼者に具体的なメリットやソリューシ

ョンを提供しなければならない。単なる机上の理論では通

用しない厳しい世界だ。この場合、鑑定評価のスキルは他

の仲介業者等と差別化するためのスパイス程度に考えて

おいた方がよいのかもしれない。 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定評価制度は旧建設省、旧自治省、旧大蔵省、法務省

と横断的に行政の旗下にあり、行政がしっかりしていたた

め、鑑定業界側は十分な組織体制を必要とせずに現在に至

っている。しかし行政と一体として運営されてきた鑑定評

価制度だが、行政側がガタついている。特に旧建設省を中

心とした部分が迷走しており、それを受けて都道府県も迷

走しだしており、それぞれが当事者能力を失いつつある。

今後も政治の混迷と財政の困窮が続く可能性が非常に高

いため、鑑定業界はしっかりした制度運用をはかれるどこ

かの省庁に配属するか、あるいは自らが組織化して制度運

営の当事者になるかしなければ、時代の荒波のなかで大幅

に規模を縮小していくことになる。 

 もし、そのいずれも選択できないならばゲリラ戦を仕掛

けるしか手がなくなるのではないか。 

（大阪） 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

CRE・PRE における不動産鑑定士の役割とビジネス領域の

開拓」 

H23.6月に発表された「不動産鑑定業に求められる将来ビ

ジョン」では、以下の記載されている。 

この中で社会のニーズに対応した「不動産鑑定業ビジネス

モデル」の提示として、 

（１）評価（Appraisal） 

（２）分析（Analysis） 

（３）助言・提案（Advisory） 

経営戦略と不動産保有・利用の方向との整合性のための不

動産分析及びアドバイザリー、不動産ニーズ対応のための

不動産分析及びアドバイザリー、管理・運営の効率性、快

適性向上のための不動産分析及びアドバイザリー業務。 

が挙げられているが、ＣＲＥ・ＰＲＥ戦略マネジメントと

して地方の不動産鑑定士が活躍できる業務分野の可能性

について議論したい。 

●従来の単一型ビジネスモデルから多様化型ビジネスモ

デルへの転換 

鑑定業者・鑑定士が対応できる社会のニーズは様々であり、

鑑定評価書の発行を主とした従来の単一型ビジネスモデ

ルから、鑑定評価の知識、蓄積された資料等を活用した多

様化型ビジネスモデルへの転換が必要である。 

●グローバル化への対応 

我が国経済がグローバル化していくことは必然であり、業

界全体として鑑定評価制度等のグローバル化に取り組む

べきである。 

●今後業務の拡大が期待される分野への注力（官需から民

需へ） 

業界全体が健全に発展していくためには、先細りする官公

庁からの需要に頼るばかりではなく、個人を含めた民間か

らの需要獲得を推進すべきであり、特に業務の拡大が期待

される分野をとらえ、当該分野に注力すべきである。 

（神奈川） 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

①公共に対する鑑定士の社会的役割（公的評価中心の役割

だけでは足らないのではないか？） 

不動産の専門家として、地域のまちづくりや公共不動産コ

ンサルティングへの取り組む自負と研鑚が必要。 

②ビジネスマンとしての研鑚 

顧客である企業、公共の担当者に対して、何のための評価

か、を議論できるために、最低限の財務、マーケティング、

組織論、等の経営知識が必要。 

③サービスとしての不動産鑑定とは？  

不動産鑑定の顧客にとっての価値を考えたとき、鑑定が単

なる「作業」の「処理」と呼ばれるようなものであれば、

価格競争に陥るのは必然。顧客はだれか、顧客にとってあ

りがたいと思われるサービスを提供しているか、原点に立

ち返る。コンサルティング業務に向かうべきではないか。 

他の専門家との積極的な協働（税理士、弁護士、中小企業

診断士、事業再生関係者等）不十分ですが、以上です。 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

他士業と比べて我々の業界はあまりにも恵まれすぎて

いた。ともかく、なにもせずとも周りが仕事を作ってくれ

たのである。バブル期の添付鑑定、第三鑑定、崩壊後の共

同債権買取機構、外資、固定資産税標準地評価、競売評価

等々数えればきりがない。 

 こんなぬるま湯にどっぷりと浸かった業界だから、本来

我々がやるべき社会に対する認知活動、社会奉仕を通じた

利益の還元、営業活動等、出来ていない、これからもやれ

ないのは当たり前の話。だから、未開の金脈があるかもし

れないのにこれを開拓しようともせず、行き着くところは

既存の小さなパイの価格競争による奪い合い。また、これ

を主導しているのがいままで散々いい目を見てきたベテ

ラン勢。これでは若い人達が希望も持てないのは当然であ

る。 でも、やっぱり国民の一番大きな財と言えば不動産。

なんと言ってもこれに対して豊富な知識を有しているの

が我々鑑定士なのだから、まだまだ仕事、活躍の場はある

筈。 

 今後は、協会は不動産鑑定士の社会的な認知度を上げる

ことにもっともっと積極的になるべきである。個々の業者

は、それぞれ自助努力で仕事をとっていくべき。この二つ

の役割をしっかりと認識すべきであり、身をかがめて嵐が

通り去るのをひたすら待つとか、行政が仕事を作ってくれ

るだろうから、口を開けて上を向いてあめ玉を放り込んで

くれるのを待つとか、そう言った昔の成功体験は早々に捨

てるべきである。 

 資格業受難の時代。苦しいのはどの士業も同じ。だけど、

他士業の方はみんなもっと汗をかいていますよ。鑑定業界

はまだまだ甘い！というのが私の認識です。 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

鑑定士となって、3年程度の若輩の意見です。業界や業

務に対する浅薄さや無理解もあり、諸先輩や業界にとって

結果的に失礼にあたる表現もあるかもしれません。自分自

身が問題点を適切に捉え切れているかといった不安もあ

ります。ただ、自分もいる業界ですし、なんかこのようわ

からん閉塞感をどないかしたいという思いでいろいろと

書き連ねました。この点ご了承ください。 

・一番問題視している事象について 

鑑定士は何ができるのか、どこまでやるべきか、どこま

でやるつもりなのか、鑑定の知識をつかってどのような社

会的需要にこたえられるのかについて、業界で明確にされ

ていないように感じます。また、現在及び将来の顧客であ

る社会に対しても十分認知されていないことも問題なの

ではないでしょうか？   

・その対応策について 

明確でないからこそ、今回びわ湖会議の方向性（１）で

もあったように目次を作ってゆくという部分もあるのか

と思われます。なにから手を付けるべきか、優先順位を付

けるのが悩ましい部分ではあります。まずは、こういった

問いや理念等について、業界で検討することが重要なのだ

と思います。（びわ湖会議がまさしくそのような場になる

のではと思っております。）。検討の場では、多少流動的で

もいいので一定の結論を出すことが重要と思われます。シ

ンボリックな結論として宣言的なものまで取りまとめら

れるとなおいいかと思います。その後、すべきなのは①具

体的アクションに向けた準備と、②社会への周知になると

思います。 

①については、場で取りまとめた一定の結論をもとに、具

体的なアクションへつなげることが必要となるでしょう。

いくつかの論点について会を立ち上げ、一定の期限で成果

を出すことを目標にロードマップを作成します。事業の収

益化を成果ととらえるのならば、論点に対するヒアリング

等による顧客の需要把握、（場合によっては、顧客自体を

創造してゆく必要もあります）、サービス化への検討、収

益化にあたっての検討点抽出、サービスに対する適正な付

値の検討といった流れになるでしょうか。また研究的な論

点であれば、研究員の選定後、一定の期間で研究成果を出

すことが、重要となります。いずれにせよ、②も意識しつ

つ一定の期間で粛々と進める必要があるでしょう。 

②については、場で取りまとめた一定の結論をマスコミ等

を通じ社会に情報発信します。また、国交省や県の関係部
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局にも発信することも有効だと思います。 

その後①の論点ごとの検討の進捗、成果については、ある

程度流動的でもひと段落した段階で、情報発信します。マ

スコミが取り上げやすくするように、①での研究成果とセ

ットにして発信するのもいいかもしれません。いずれにせ

よ、組織として一定の方向性に向けて動いていることが現

実性をもって社会にとらえられることが重要だと思いま

す。あとこれらをタイムリーにやってゆくことの効用は、

副次的に内部的にもあるでしょう。昨今のオープンソース

系の WEB上のコミュニティーでは、定期的に外に向けた成

果を出して、それによる社会からの反応によって参加者の

動機づけを高めるような話も聞いたことがあります。実際

に有効だと思います。 

先の地価公示の行政レビューであった民間の委員から

の意見等から見ると、われわれが何をしてゆくかや、なぜ

必要かをきちんとアナウンスし、理解してもらうことは大

変重要だと思います、また、そのために残された時間は非

常に限られており、もうまったなしの状況にまで追い込ま

れているようにも感じます。上の検討の場では、いくつも

の論点があげられると思いますが、一定の絞り込みや優先

順位を意識しつつ行動してゆくことも求められると思い

ます。進めてゆくにあたっての人員も読めない状況ですか

ら、さしあたって時間的に見て成果を出しやすいものや、

社会的インパクトが大きいも、根本的問題であるが成果が

出るまで時間がかかりそうなものを優先させるという考

え方もあるように思います。（もちろん、中長期的にとり

くむべき論点も軽視するわけではないですが、今の時点で

は、限られた時間の中、対外的に理解してもらうことが重

要と考えますので、現段階では多少優先順位をおとしても

ありだろうという判断です。） 

その他、有効に機能するための組織についても、いろい

ろと問題点がありそうです。これまで公的評価で潤ってい

た時期を経験された方々の中には、その成功体験から脱却

しきれていない方も少なからずいらっしゃるように感じ

ます。これまで業界では個々の事務所で業績が安定的であ

ったため、組織的な形態での活動が必要とされてこなかっ

た期間が長く続いた部分もあり、業界として組織的に動く

ことになれていないように感じてしまいます。ただしこの

ような局面では、市場自体が小さいため、鑑定士全体で市

場を作り、育てていくことが重要と考えます。短期的には、

ノウハウ的な部分も共有する場合もあるため業界内で競

争相手を育ててしまうということも結果的にあるでしょ

う。しかしながら、知的集約型のサービスは、その価値が

そもそもどんなものか理解されにくいという特性を持っ

ているため、一定の組織規模で動きアナウンスしてゆくこ

とが重要と考えます。また、多方面での実績を一定の組織

に集約することにより、社会に対しても鑑定士ってこんな

ことができるんだ、こんなことをたのんでもいいんだって

いうコンセンサスができやすい面もあります。まずは、顧

客や社会からの信頼を形成してゆくことが、業界にとって

非常に重要であるため、一定の成果が出るまで組織的に

（ある程度の規模で）活動してゆくのが望ましいと思いま

す。とはいえ、どういった組織規模となるかは、個々の判

断もあるため、実行のためのスピードを考えると、まずは

一定の有志を募ってという方がまとまりとしてはいいか

もしれません。（コンセンサスの内容や範囲にもよります

が）。先にも述べましたが、専門家は提供するサービスや

仕事の結果が一般の方に対して理解されにくい性質を本

質的に持っており、それは情報が非対称であるからこそ、

成立しているというところに依拠する部分も大きいと考

えます。より理解をしやすくサービス等を洗練してゆくこ

とは継続的に必要ですが、それでも、非対称な部分は完全

には解消されないと考えます。完全に理解されない部分を

残しながらも、その結果に納得していただくためには、サ

ービスの提供主体に対して信頼が必要です。それが一定の

範囲で、共有概念として具体化される一態様が権威になろ

うかとおもいます。鑑定業界では、その具体的な権威付け

が、国家資格である不動産鑑定士というライセンスになり

ます。ライセンス（≒権威≒信頼）は我々にとって外部性

（外部経済）です。であれば、個々人が個別最適的に活動

すると、共有地の過剰利用（共有地の悲劇）といった問題

がそもそも業界として内包しております。だからこそ、フ

リーライダー問題も存在するのでしょう。対策としては、

過剰利用にあたってのコストを業界内で意識化させると

か、過剰利用について罰則を科すといったアプローチもあ

るのでしょうが、願わくば、専門家としての倫理観でそれ

ぞれが適切に行動し、それが結果的に組織的な活動となり、

鑑定士に対しての信頼を全体で守り、そして育て、継続的

にメンテナンスできればどんなにいいかと思うのは青臭

い理想論なのかもしれませんが、そうならいいなあと思う

のです。 

また、業界として長期的に社会の信頼に適時こたえてゆ

くためには、組織的にも活動に継続性が求められると思い

ます。そうなった場合、組織として一定のノウハウを持っ

た人から技術等を世代的に移転してゆく方法や人材育成

の制度についても検討すべきかと思われます。ドイツ発祥

のマイスター制度等も参考になるかと思います。いずれに

せよ、ノウハウを持つ人が、組織を通じて次世代に情報を

提供するインセンティブを提示することが実効性を考え

ると重要と考えます。たとえば、ノウハウを講義としてま

とめてもらい、講演者には、研修単位ではなく、講師とし

ての単位を付与する。その履歴を HP 上で検索できるよう

にする等は一定の効果があるかもしれません。育成に貢献

している方を周知させる方法があればいいかと思われま

す。このような世代から見た縦の情報提供を呼び水に、横

世代の情報の共有等が活発になると、より組織としていい

のではと思います。 

・グループ会議で取り上げてほしいテーマについて 

現在の鑑定評価にかかる知識や経験で対応可能な業務の

洗い出し 

（現状把握として）鑑定士は依頼者の代理人的立場に立つ

べきか否か？それに対する自身の意見について 

私自身、Ｈ２１年登録であり、士としての経験も浅いため

よくわかっておりません。民間であれ公共であれ、地域差

はあるとおもいますが、一般的なレベルの鑑定士が対応可

能な業務の範囲をまず現状認識として把握しておきたい

です。その上で、習得しなければならない技術レベルに応

じて鑑定士が対応する必要性が高い周辺隣接業務につい

てマッピングできるのなら、見通しや方向性がある程度ク

リアになるのではないでしょうか？ （ｗｉｋｉ形式で取

りまとめられれば、なおいいかも？？） 

訴訟など利害が対立する局面で、その一方の当事者より

評価依頼がある場合です。基準上では第三者的立場で評価

することになりますが、実際には妥当と考える価格や賃料

のレンジ内で上目、下目に出すことはままあります。（も

ちろん第三者の立場として説明可能な範囲内においてで

す。）。ただ、自分の中では未整理なままでやっているとこ

ろもあります。鑑定士として要求されている社会的責任を

鑑みると、実際にはありえませんが、両当事者から同時に

依頼された場合、異なる価格等が結果として出すこともあ

りうる点に若干の違和感を感じています。 

また、評価に入る前の条件設定においても、依頼者の意

向を反映した相手方との交渉というのも実質的には可能

です。弁護士であれば、公序良俗に反しない限り、依頼者
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の意向を１００％反映したスタンスをとることが可能な

のかなと思います（極端な例かもしれませんが、光市母子

殺害事件の弁護団の弁護内容もまた然りです）。一方、鑑

定士は、鑑定士はどこまで依頼者に寄り添うべきなのでし

ょうか？それともその余地は全くないのでしょうか？ 

私が対峙した鑑定士の中では依頼者の代理人ですといっ

てはばからない方もいましたし、当然やりとりのなかでは

思いっきり依頼者よりのポジショントークで進めていま

した。このような場合、こちらが第三者的を意識した立場

で対応すると、そもそも鑑定士としての立場の確定度（あ

る意味おもいきり？）がそれぞれ異なる結果、相手側より

に話が進みそうなこともままあります。みなさんの意見を

伺い、望ましい立場を模索していきたいと思っています。 

（※ちなみに、個人的には、上記の点が一定量クリアにな

ると、モニタリングで検討すべき領域についても、より明

瞭になってくるのかなとも思っております。） 

・その他 上記の他、検討すれば業界としていい方向に行

く要素になりうるのかなあとぼんやり思っていることを、

取り留めなく記載しておこうと思います。 

・民間の相談内容からビジネスチャンスを探る。 

各県の士協会や各社に来る民間からの相談内容は、鑑定に

対しての需要や、今後の事業拡大のためのヒントとして非

常に有用なのではないかと思っております。ただ、私が把

握している限りでは、この内容を各鑑定士が共有できるよ

うな状況になっていないように思います。今後各県間や各

業者間で共有できるように、相談内容を記録し、共有する

というのはいかがでしょうか？また記録に関してもある

程度記載項目を定めておいてデータベース化できればな

おいいかと思われます。 

・最後に すべき努力は粛々とし、成果に対し責任をもち、

場合に応じて説明責任を適切に果たす。それらに対する市

場や顧客からの適切な（かつ厳しい）評価にさらされつつ、

逸脱が激しいものに対しては、業界内で淘汰等の自浄能力

がある。成果に対しての広く適時の情報提供を行い、もっ

て業界、ひいては個々の鑑定士に社会から信頼が寄せられ

る。そんな業界の実現に向けて、私個人としても組織的に

なにができるか模索中です。会議ではよろしくお願いいた

します。 

（沖縄） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

① 競争入札 

 国家財政が赤字であり、すでに入札を実施している自治

体等はやむを得ないが、できるだけ自治体が入札にならな

いように各士協会が鋭意努力すべきである。不動産鑑定は

入札になじまないではいまいち説得力に欠ける。 

② 不動産鑑定士の社会的認知度 

 三大国家資格などと言われて久しいが、私が開業した約

３０年前と比較しても、各会員の努力、相談会の実施等に

より、ほんの少し認知度が上昇したにすぎない。依然とし

て、税理士・司法書士等と比較しても相当に社会的認知度

は低い。収入面も大切であるが、高校・大学等にも出向き、

若者に鑑定士の職業紹介等もコツコツと行っていくべき

である。スキルアップし、ビジネス拡大も重要であるが、

不動産鑑定士を世の中に根付かすことが、ひいては業務の

拡大にもつながると思う。 

（熊本） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

今の鑑定業界であなたが一番問題視しておられる事象 

・不動産鑑定評価における品質確保 

・鑑定評価報酬額の低下と依頼件数の減少 

グループ会議で取り上げてほしいテーマ 

・業務の受注形態－価格競争（入札・オープンカウンター

方式） 

・依頼者プレッシャー通報制度 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

一番問題視している事象：低価格入札 

地域性、物件の個別性により「最低報酬基準」を作成し

（難しいかもしれませんが）、それよりも低額で落札した

場合、作成された鑑定評価書につき有志の鑑定士によりレ

ビューを行う規定を作る。 

レビューの結果、一般に求められる鑑定評価書の精度を

下回ると判断した場合、当該事実を鑑定士協会のみならず、

関係各省にも公表することにする。「最低報酬基準」につ

いては鑑定協会独自に作成することとし、鑑定士には公表

しない。 

また、公示等の公的業務について報酬の低額化は仕方の

ないことと思いますが、入札についてはそもそも鑑定評価

業務に馴染まないものと考えます。従いましてこれを鑑定

協会を挙げて説明していく必要があるものと考えており、

議題として取り上げて頂きたいと思います。 

（東京） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・国土交通省と鑑定士協会（及び各鑑定士）との関係 

地価公示業務に要する時間、作業量、責任とそれに対する

報酬、新スキーム改善の進め方等から感じることですが、

国土交通省と鑑定士協会（及び各鑑定士）とは、一方通行

の上位下達の関係になってしまっているように思います。

双方が対等な立場に立てる環境をどのように作っていく

かを考えなければ、今後も同じような事が繰り返されると

思います。 

・競売評価人の選任に関する全国の例 

競売評価人の選定については全国の地裁により異なるこ

とがあるようですので、参考に他都道府県の地裁の競売評

価人の選任に関する基準・方法を確認することにより、裁

判所が求める評価人の資質を考えたいと思います。 

（滋賀） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

競争入札価格の下限限界価格化 

特に、近畿財務局の落札価格を聞くにつけ、「そのような

価格で鑑定業としての経営が成り立つわけがなく」、その

ような価格で応札する業者が後を絶たないのが不思議で

ある。 

鑑定の入札化の流れは、仕方ないにしても、建設業のよう

に「最低制限価格」を設けることが必要。また、そのため

に、業界サイドと行政サイドが協議して、「昨今の経済情

勢に鑑みた適正な鑑定報酬水準」についてのコンセンサス

を得ることが必要である。 

（兵庫） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

不動産鑑定の認知度アップ。 

住宅の購入を検討している人は適切なアドバイスをして

くれる専門家を求めている。しかし、多くの方は不動産鑑

定士の利用価値を知らない。そのような場面によく出くわ

す。 

同様に相続に絡んで不動産の売却を検討している方も同

様のケースと言えよう。 

このように不動産鑑定士は不動産の価格を出して終わり

ではなく、アドバイスも出来る専門家である事をアピール

することにより不動産鑑定の一般の人への認知度を上げ

ていく必要があると思われます。 

（埼玉） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

①（問題点）安値入札の横行。 



不動産鑑定士 びわ湖会議                                           

 

17 申込者の声 

 

（対応策）従来の鑑定業界の常識からかけ離れた安値鑑定

の評価書の質が鑑定評価としての最低限のレベルを満た

しているのか極めて疑問。不当鑑定というのは、誰でも告

発できるはずなので、あまりに安価に落札された評価書に

ついては、協会が独自の委員会を作る等して、評価書の情

報公開を請求して、その内容をチェックし、あまりに杜撰

な内容の評価書を作成した鑑定士に何らかの処分を科す

ことも検討すべき。 

それと同時に、安値入札が横行している背景（若手を中心

として、仕事の激減している鑑定士が増えている。と聞い

ている。彼らの言い分としては「背に腹は代えられない」

ということだろう。）を見つめ直し、一部の古参の鑑定士

が既得権益として業務を寡占している現実があるとする

ならば（固定資産税評価等）、その既得権益を解消して、

鑑定士全員が高度な専門職業家としてのプライドを保て

る様な環境作り（メインは収入の担保ということになろ

う。）をしないと、根本的な解決にはならないと思う。 

②（問題点）宅建業者による無料査定書が鑑定評価書の現

実的な競争相手となっている。 

 （対応策）最近、訴訟案件等で相手方から宅建業者が作

成した「無料査定書」と出くわす機会が多いが、その殆ど

は、極めて杜撰な代物である。中には宅建業法または不動

産の鑑定評価に関する法律に明らかに違反しているので

はないか？と思われる査定書も当たり前の様に見られる。 

 例示すると、 

◎ 売り希望価格から当たり前の様に比準している（３事

例の内、２事例が売り希望価格というのもあった。）。 

バス路線による減価を地域要因と個別的要因で２重に減

価していた（各 10％減価されていたので、10％減価し過

ぎということになる。）。 

対象地上に貸家が建っているのに、貸家の存在を全く無視

して、更地として査定されている。 

これらは全て、ここ半年の間に私が目にした宅建業者作成

による査定書である。 

 そして、更に問題と思われるのが、そもそも宅建業者が

作成する査定書は「実際に売買」を検討する際にしか、作

成してはならない。と宅建業法で決められているにも関わ

らず「資産査定」として発行されている査定書があること

である。更には、結構な遠隔地まで出向いて、写真まで査

定書に添付していたりして、「本当に無料でやっているの

か？」極めて怪しい査定書もある。 

 これらの査定書は全て街の小さな不動産屋が発行した

ものではない、不動産に関わる者なら誰でもしっている大

手不動産業者作成のモノである。従って、表紙を初めとし

た外観その他の体裁は非常に整っており、不動産の知識に

乏しい一般人がその査定書を手にした時に「大手の業者が

立派な体裁のモノを作ってくれたのだから信用がおける

に違いない。」という印象を持つことは容易に想像が付く。 

 鑑定業界においては新ガイドラインが作成されて、今ま

での「簡易鑑定評価書」や「調査報告書」について厳しく

規制された一方で、宅建業者による上記の様な違法行為ま

がいの杜撰な「査定書」が大量に発行され、放置されてい

る現状には全く理解に苦しむ。 

 不動産鑑定士業界として宅建業界に対して、迅速にかつ

厳しく抗議を行い、宅建業者が不動産鑑定士の職域を犯す

様なことのない様に早急に改善を求めるべきである。 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 [問題事象] 

地価公示、新スキームともに国土交通省のいいようにされ

ている気がする。本来、鑑定評価は不動産鑑定士が専門家

なのであり、監督官庁とはいえども、その内容にまで踏み

込んだ指摘等については首を捻るばかりである。 

また、不動産鑑定評価については価格競争はなじまないと

いう話でずっと来ているはずだが、財政上の理由や独禁法

の問題等があるとはいえ、発注者のいいように入札への切

り替え等が進められている。業界からのアクションもなく、

ただこのまま黙って見ているだけでいいのか。 

[テーマ] 

不動産鑑定業界から立法、行政等へどのようなアクション

を起こしていくのか。例えば、地価公示、地価調査制度、

固定資産標準宅地鑑定評価等の既存業務の権益をどのよ

うに守っていくのか。また、新たな法的な裏付けを持った

業務開拓の働きかけをどのようにしていくのか。 

新たな業務として動産評価や企業価値評価に真剣に取り

組むべき時期に来ているのではないか。 

（宮崎） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

＜問題視している事象・対応策＞ 

不動産鑑定士および鑑定評価制度の知名度の低さです。 

他士業への働きかけ、不動産業者との協力、法制度の拡充

等により鑑定評価の必要性を認識していただけることが

重要と考えます。 

＜グループ会議テーマ・意見＞ 

潜在的な鑑定評価等の需要をどのように掘り起こすかで

す。コンサル等、不動産鑑定士として周辺業務の開拓も業

界として考えて取り組むべきと思いますし、社会への広

報・アピールも大事です。また、勉強会としてこれまでに

取り組んでこなかった新しい分野も積極的に取り上げる

ことが必要と思います。 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

私は 4月に不動産鑑定士の登録が完了したところで、鑑

定業界の事について、まだまだ勉強不足であると感じてお

ります。その中で経験不足ながらも思うことは、不動産鑑

定士の業務（独占的な仕事）を増やすことはできないかと

いうことです。他業種、私がわかるのは会計士ぐらいです

が、会計士については国際会計基準の導入や内部管理制度

の導入といった新しい仕事を増やしていると感じます。不

動産鑑定士についても、そういった新しい分野の導入を世

間に働きかけられるようなことはできないでしょうか。素

人意見で申し訳ないですが、私の感じるところであります。 

会議では、鑑定業界の現状や問題点を幅広く知る機会にな

ればと思っております。よろしくお願いいたします。 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

・鑑定に必要な資料・データベースの不足 

 鑑定評価を行うにあたって、多種多様な指標、指数、統

計資料等が必要になりますが、現状それらが充実している

とはいいきれず、その結果、鑑定士の各々の判断が介在し

てしまいがちになり、同じ物件、同じ条件の鑑定評価を行

っても、鑑定士によって評価額に開差が出る。当事者から

すれば、鑑定士によって評価額に差が出るのであれば、ど

の鑑定額を信じていいかわからず、またそれを判断できる

資料やツールが不足しているため、最終的には、当事者間

の力関係や声の大きな方が有利となり、各々の鑑定士が出

した鑑定評価額の重みがなくなる。一部大手の鑑定会社で

は鑑定実績や複数の支店を有することもあり、一般的に公

開されている各種指標等に加え独自でデータベースを構

築、整理していくことも可能で、それが大手の強みである

ことは間違いないと思われるが、大半の個人の鑑定事務所

では、それら各指数等を収集、整理、分析する時間も資金

もソースもなく、この点で不利となることは否めない。し

たがって、やはり、個々の鑑定士の力を合わせて、鑑定評
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価に必要なデータベースの構築をする必要があると考え

られる。 

（京都） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

問題：不動産鑑定士の知名度、優秀な学生等に対する人気

の低下。 

対応策：主要大学への説明会等を行うこと。 

テーマ：不動産鑑定士の知名度向上に向けて 

意見：もっと若者に「不動産鑑定士」のやりがい等をアピ

ールする場が必要 

（大阪） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

（取り上げてほしいテーマ） 

鑑定士の社会的役割が、民間企業等に対する貢献へと変化

せざるを得ない中、この環境にいかに対応していくか、そ

れに見合う集団となるためにはどんな方向性と時間はど

のくらいあるのかについて 

（大阪） 


