平屋感覚の中山展示場 公開中！

ほりのうち内科

樋渡橋
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ガーデン●
ハウス

Honda Cars
鹿児島西

5000 万円＋（1000 万円 2 人）＝7000 万円
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法定相続人の数 ）

まで増額されます︒
消費税の衝撃を柔らかくして
軟着陸させる為に︑契約年度で
微妙に非課税額が変わります︒
購入時期がずれる場合も最もお
得な期間を選択して下さい︒

■2015 年 1 月から

川内展示場 公開中！

外観

天大橋

２０

0120-079-089
□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。
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土地価格の高い鹿児島市街地
では︑一軒家の自宅を所有して
いるだけでも︑基礎控除額を超
える場合も出てきます︒我が家
の場合の相続税対象額の試算だ
▼３月 日から特別開園して
いる磯庭園の桜の名所﹃磯山﹄
けでもしておいた方がよさそう
ですが︑今年は気温が低く︑桜
です︒
の開花が遅れ気味でしたが開花
小規模宅地等の特例の
したようです︒市街地の日だま
りにも︑ソメイヨシノが咲き始
適用面積が拡大︒
めています︒桜は咲き始めと散
﹁ 小 規 模 宅 地 等 の 特 例 ﹂ と は ︑ り際が見事で︑武士の潔さを表
す花として鹿児島では︑特別愛
相続税の計算をする際に自宅の
でられる花でもあります︒
土地の評価額を8割減にできる
︻磯山︼のソ
制度です︒仮に評価額が1億円
メイヨシノの
の土地でも︑この特例が利用で
見ごろは３
きれば評価額を2000万円に
月末から４
できます︒
月初めを予
評価減の対象面積は︑これま
定している
で240㎡でしたが︑ 年1月
ようですが︑
以降は330㎡まで対象面積が
桜が咲き始
拡大されています︒この特例は︑
めると百花繚乱が始まり︑鹿児
自宅用と事業用の両方に特例を
島も一気に春の到来です︒
利用する事が出来︑ 年 月ま
▼大手のベースアップは史上
では最大400㎡まででしたが
最高という景気のよい話が連日
年1月以降は730㎡まで対
ニュースで流れていますが﹁ア
象面積が広がっています︒
ベノミクス﹂の第三の矢は︑ま
だまだ地方には届いていないよ
二世帯住宅の相続が
うで︑輸出企業と株価だけが先
有利になりました︒
行
し
ているようです︒
経済アナリストは︑大丈夫と
いう話はしますが︑景気上昇の
実感はまだまだ︑地方には遠い
ようにも思われます︒
▼イスラム国という︑得体の
知れない不気味な集団が地球規
模の不安を醸成しています︒
世界全体の景気の不安定と地
域的な経済格差が宗教という麻
薬にも似た奇妙な熱狂を若者達
に植え付けているようです︒
世界のニュースがインターネ
ットで瞬時に世界を飛び回り本
物も偽物もあらゆる情報を流し
ています︒こんな時代にこそ冷
静に物事を判断して︑先行きを
予測する必要があるようです︒

●

本展示場は【ハウス・オブ・
ザ・イヤー・イン・エナジー
2013】大賞受賞のスペック通
りに造った展示場です。エアコ
ン一台程度で冬も夏も快適な暖
冷房を可能とした省エネルギ
ー、超高性能住宅です。鹿児島
県に相応しい期間蒸暑地域対応
型住宅として、全国的に評価さ
れた工法です。冬と秋の中間期
にご見学された方は、これから
始まる梅雨と冷房環境について
体感して下さい。設備は少なけ
れば少ないほど、更新に必要な
資金は少なくなります。
済生会川内病院

子供が﹁小規模宅地等の特
例﹂の適用を受ける場合は被相
続人︵死亡者︶と﹁同居﹂して
いたことが条件になります︒昔
は︑完全独立型の二世帯住宅は
適用外でしたが︑ 年1月から
は完全独立型の住宅でも特例の
適用が受けられるようになりま
した︒また︑被相続人が終身利
用権のある老人ホームに入居し
ていた場合は︑自宅は老人ホー
ムと見なされ︑特例が認められ
ませんでしたが﹁介護が必要な
ための入居﹂や﹁自宅を他人に
貸していない﹂場合︑特例が認
められることになりました︒

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！

ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場

とができますが︑その基礎控除
の金額が︑4割も減少になって
しまいました︒
昨年 年 月までは︑相続財
産が相続人2人の場合7000
万円以下であれば相続税はかか
りませんでしたが︑本年 年1
月以降︑4200万円までと︑
左図のように大幅に減少してし
まいました︒

← 4 割の削減部分

﹁住宅ローン控除﹂は︑所得税
の支払いに応じた軽減措置であ
るため︑元々年収が低くて所得
税額が低い場合は効果が薄くな
ります︒その為に導入されたの
が﹁すまい給付金﹂です︒﹁す
まい給付金﹂は︑住宅を購入す
ると収入に応じて 万〜 万円
の給付金が受けられます︒更に
消費税率が ％に引き上げられ
た場合は︑給付額が最大 万円
になります︒

非課税限度額︵最大︶

相続税の課税対象は︑
自宅だけでも対象に！

10月
10月
10月
10月
※適用される消費税率や住宅によって非課税限度額が変わります。
国交省のＨＰ等で購入前に確認して下さい。

年1月から相続税の基礎控
除が4割も減少されました︒相
続税を計算する場合には︑相続
財産から基礎控除を差し引くこ

法定相続人の数 ）

600 万円

3000 万円 ＋（

契約年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

焼肉なべしま
ファミリーマート

●

かめざわ
整形外科

■2014 年 12 月末まで
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1000 万円

贈与税非課税枠が︑
1500万円に拡大！
住宅建築で︑父母や祖父母か
ら住宅取得資金の贈与を受けた
場合︑一定金額までは贈与税が
非課税になります︒
2014年中の贈与では︑非
課税限度額が1000万円︵省
エネ住宅等の認定住宅の場合︶
が上限でしたが︑ 年中は拡大
されて︑1500万円になりま
す︒更に 年 月〜 年9月ま
でに契約し︑消費税が ％で住
宅を購入する場合は︑非課税枠
が最も大きくなり3000万円

■相続税の基礎控除額が 4 割削減に。（相続人 2 人の場合）

1200
万円
1500
万円
3000
万円
1200
万円
1500
万円
1000
万円

10

薩摩川内市東大小路町42-27 川内モデル

永
田
川

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

中山小学校
●
●
谷山北
交番●
公民館

5000 万円 ＋（

■住宅購入資金の他税贈与額は増える予定です。

15

17

15

●中山小学校

住宅ローン控除︑
贈与税の非課税率が最大3000万円に拡大︒

19

検索

リビング
外観

マックス
●
中山交番●

ジョイフル●

前回に引き続き住宅建築を計画中の皆様に︑
追い風となる最新トピックスを紹介致します︒

総2階建の平均的な住宅に、木製デッキと玄関ホールをプラスした住まい。

増税前の住宅建築︑
今が最大のチャンス！

10

住宅ローン控除︑
住まい
給付金を 年まで延長！

50

松下孝建設

セブンイレブン

外観

30

50
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Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

●
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中山展示場 公開中！
10

19

前回では︑総額３兆1180
億円の2014年度補正予算の
決定について︑紹介致しました
が︑今回は補正予算によって何
が有利になったのか︑お知らせ
したいと思います︒
住宅ローン控除︑住まい給付
金の延長によって﹁住宅ローン
控除・すまい給付金﹂は 年末
で終了する予定が︑ 年6月ま
で延長されることになりました︒
﹁住宅ローン控除﹂は︑住宅ロ
ーンを利用して住宅を購入する
場合︑所得税が控除される制度
で︑一般住宅の場合は︑年末の
ローン残高の4000万円まで
が対象になります︒
控除額は︑年間最大 万円︑
年間で最大400万円の控除
が受けられます︒更に長期優良
住宅や低炭素住宅等の認定住宅
は︑年末ローン残高の5000
万円までが控除対象になり年間
最大 万円︑ 年間では500
万円の控除になります︒
10

15

●焼肉の白川
田の神
（滝の下）

●
ぎょうざの丸岡
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鹿児島市中山町下原田59-3 中山モデル

地球環境保全のための高断熱対
策で住宅経費を削減し、経済的
な暮らしやすさも同時に追求し
ました。これから逼迫が予測さ
れるエネルギー事情を見据えた
高性能展示場です。暖冷房はエ
アコン1〜2台だけという最も
シンプルな設備構成とし、住宅
性能の良さだけで、省エネルギ
ーを目指した展示場です。
下記「平屋感覚の展示場」のす
ぐ近くですから、両方を同時に
ご見学下さることを、お勧め致
します。下記の展示場は太陽光
発電搭載の「ネット･ゼロ･エネ
ルギー」住宅です。

40

15

3000 万円＋（600 万円 2 人）＝4200 万円

齋 藤 恭 誠

鹿児島市中山町字樋渡1208-8 中山大屋根モデル

松 下 孝 行
編集責任

鹿児島における家づくりへのこだわりから生まれた住まい。
発 行 人

2015年（平成27年）4月5日（日曜日）（4）
第0071号
第0071号
（1）2015年（平成27年）4月5日（日曜日）

ハイブリッド・エコ・ハートＱ

「特別優秀賞」
・
「優秀企業賞」W受賞!！
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」主催(財)日本地域開発センター[主務官庁：国土交通省]において、松下孝
た。
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」に変更になって以来、連続3度のダブル受賞となりました。
偏にお施主様のご協力の賜と深く感謝申し上げております。

2015年3月16日、東京都霞ヶ関の霞ヶ関ビル35階（東海大学校友会館）において、「ハウス・
オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014」の表彰式が開催されました。今回は大賞2件、特別優秀
賞24件、優秀賞68件、優秀企業賞27件、その他、地域賞4件、審査委員賞3件､奨励賞1件が選ば
れ、会場には全国から受賞企業の関係者が多数参集しました。松下孝建設は、昨年の大賞受賞に引
き続き、今回もまた「特別優秀賞」
・
「優秀企業賞」の栄誉に輝きました。今回の受賞式典には、松下
孝建設の設計･施工責任者の建設部部長・山田昇吾が出席し栄誉を受けました。

邸︵
人家族 犬 匹 猫 匹︻
︶建設地 鹿児島市田上町︼
1

＋

3

玄関を開けるとブラック
レトリバーのお出迎え！
鹿児島市田上町のＯ邸は︑ご
夫婦と大型犬のブラック・レト
リバー︑猫3匹の家族構成でし
た︒動物を家族に例えるのは失
礼かと存知ますが︑この住宅を
購入されたのは︑動物と共に気
兼ねなく暮らせる住宅が欲しい
ということが切っ掛けになって
いるということで︑暖冷房も動
物 た ち の 健 康 を 考 え て 一 年 中︑
エアコンや空調のための加湿器
などの電気器具が使用されてい
るということです︒
この住宅は松下孝建設が住宅

この住宅の購入に
至った経緯は？

性能のさらなる高性能化を目指
して︑断熱性能や換気設備の最
新設備を導入し︑次世代の高性
能住宅のためのデータを得るた
めに︑近畿大学･建築学部の岩
前篤学部長の研究室に依頼し︑
性能の監修をお願いした実験棟
として建築された住宅でした︒
設備的には︑太陽光発電を
4.08ＫＷ搭載し︑エコ・キ
ュートと太陽熱温水器を連結し
た省エネルギー給湯器︑断熱材
は高性能スチレン断熱材のラム
ダを採用︑暖冷房方式はヒート
ポンプの基礎内部暖冷房を採用
し﹁宇宿モデル﹂住宅として建
設されました︒この住宅の研究
成果が﹁2013年度・ハウ
ス・オブ・ザ・イヤ
ー・イン・エナジー大
賞受賞﹂の栄誉に繋が
りました︒

いたところ︑この住宅を販売し
ても良いという話を営業の方に
お聞きし︑価格について試算し
ていただいたら︑一戸建てを借
りた場合の家賃に少しだけ上乗
せすれば︑購買可能な事が判り
ました︒更に︑話を聞いてみる
と実験棟として建てられている
ので︑太陽光発電や太陽熱給湯
器などの主要設備も全て整って
いるということで購買すること
に決めました︒﹂とご主人︒
﹁お話をお聞きしていくと︑ゼ
ロ･エネルギー･ハウスの性能
で建てられているので︑普通に
暮らすのであれば︑光熱費は掛
からないかもしれないというお
話もお聞きしました︒今までお
借りしていた一軒家では︑光熱
費が月平均3万円ほど︑必要で
したので︑それなら借家よりも
安くなるので︑半信半疑ながら︑

犬と猫と共に快適な暮らしができる空間として︑この住宅を選びました︒

お施主様

のお施主様にお聞きしました︒
お施主様ご訪問 ﹁松下孝建設﹂

お元気ですか�

「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」は｢ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック｣を継承した国土交通省の外郭団体である
（一般財）地域開発センターが主催する住宅のエネルギー消費削減を目指した住宅性能に関する審査会です。

2

【2014年度の講評、坂本委員長】

入居してみて︑実際には
光熱費はどうでしたか？

購買を決意しました︒﹂
と奥様︒

特別優秀賞受賞風景

﹁動物を室内で飼う場合は︑温
熱環境が大きなストレスになり
ます︒また︑もう一匹老犬にな
った︑レトリバーを飼っていた

ご家族の皆様＋猫2
ご家族の皆様+猫2
（不参加）

ので温度管理のた
めにほぼ︑一年中
エアコンや加湿器
などの電化製品を
使っていましたか
ら︑さすがにゼ
ロ・エネルギー・
ハウスにはなりま
せんでしたが︑お
湯も電力も使い放
題使っても︑今ま
で住んでいた一戸
建ての半分どころ
か︑入居してから
今までの ヶ月の
トータルで月額平
均1673円とい
う驚くべき数字で
した︒人間だけな
ら︑確実にゼロ・
エネだと思います
ね︒﹂とご主人︒
20

﹁主人は熊本県で私は福岡県の
出身ですから︑鹿児島県の住宅
の事情は良く分からなかったの
ですが︑住んで見ると中々気候
的に厳しいところだということ
が判りました︒また︑桜島の降
灰など︑自然条件の違いによっ
て︑住宅の造りようもかなり異
なるということも判りましたが︑
この住宅は何か特別なような気
が致します︒熊本も福岡も鹿児
島に比較すると寒い地域だと思
いますが︑二人の両親とも︑こ
の住宅は︑暖かくて住みやすい
と言ってくれます︒設備的には︑
動物の為に︑夏用のエアコンを
一台追加したぐらいで︑後はほ
とんど購入した時のままです︒
寝室にもエアコンがありますが︑
ほとんど使用したことはありま
せんから︑通常は︑エアコン一
台で冬暖かく︑夏涼しく生活し
ています︒犬や猫の行動を観察
していますと快適かどうか大体
判りますが︑動物たちもこの家

その他に何か感じている
事はありますか？

坂本委員長（独立行政法人･建築研究所理事長）の講評風景

秋元委員（芝浦工業大学教授）の講評風景

秋元委員長より、優秀企業賞の選択基準と地域的な
気候条件の変化に対する様々な企業の取り組みが始ま
っており、その実例が紹介されました。全国一率の住
宅から､地域独特の風土に対する企業努力の実態が語
られ、高性能住宅の普及を図るためには、その地域に
根ざした、地域の建築をになう企業としての独自の取
り組みの必要性が語られました。

優秀企業賞受賞風景

【優秀企業賞の講評、秋元委員】

﹁私達の場合は︑非常にラッキ
ーなことに︑デザイン的にも空
間的にも我々の感覚と違和感が
なかったので︑この家に決めま
したが︑この住宅を購買する為
に解説していただいた︑松下孝
建設の営業の方の誠実な対応と
住宅に関する知識の豊富さに︑
安心感を持ちました︒建築現場
にも案内していただき説明して
いただきましたが︑この住宅で
充分だという確信が生まれ購入
を決意しましたが︑今でも後悔
は全くありません︒
猫は好奇心が強く︑壁の中の
繊維を取り出そうと必死にひっ
かくものですから︑補修が必要
になってきていますが︑光熱費
を考えたら微々たる経費です︒
普通に老後の生活などを考え
たら︑この様な高性能の住宅が
老後の生活を助けてくれると思
います︒住宅を建てるのであれ
ば︑我が家のような高性能住宅
を建ててください︒﹂とご主人︒
ありがとうございました︒

これから住宅をお建てに
なる方にアドバイスを？

はとても気に入っているようで
す︒リラックスして暮らしてい
る様子がよく分かります︒﹂と
奥様︒

美猫のいる風景

建設のハイブリッド・エコ・ハートＱが、前回の【大賞受賞】に引き続き、
「特別優秀賞」及び「優秀企業賞」を受賞しまし

Ｏ

坂本委員長より、2014年度の審査基準と講評が述
べられ、全国からの応募数が増加し、高性能住宅に対
する技術の進歩が急速に進んでいる状況と、今までは、
余り意識されてこなかった住宅性能に対する建築主の
関心の高さ、地球温暖化など様々な地球環境に対する
意識の高まりと､建築業界の高性能住宅に対する対応
の変化が語られました。
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Ｏ邸外観

住宅購入の切っ掛け
をお聞きすると︑
﹁動物と一緒に住める
借家を探していました
が︑当然一軒家でなけ
ればならず︑しかも当
時は︑大型犬が2匹と
猫が3匹という大所帯
だったので︑中々該当
する物件が有りません
でした︒思い悩んだ末
この際だから新築しよ
うかということも考え
て︑展示場を見学して
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