
■売りたくない価値■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 233 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. 今週のトピックス：三宅島ワーケーション のお誘い 

 

来週の話ですが、ソーシャルエナジーの木村さんからのお誘いで、三宅島に行きます。 

ワーケーション（ワーク＋バケーション？）ということで、仕事しながら三宅島を体感します。 

三宅島体感者を一人でも増やしたい･･･とのことなので、興味のある人は 10/23 まで受け付けます。 

 

内容は下記の通り 

 

■日程 

29 日（火）竹芝 21 時半集合 22 時半発 （船内泊・2 等船室） 

30 日（水）5 時 三宅島着 午前中いくつか観光スポット 

午後は PC 仕事 or 観光 or ボルタリングとか 三宅島泊 

31 日（木）午前中、軽く観光 

     船 13 時半発 20 時竹芝着 or 

     飛行機 10 時半発 11 時前調布着  

■費用 

交通費 往復船 1 万円程度 船・飛行機 2.2 万円程度 

定休日のカフェの 1 日利用料は 3000 円程度（コーヒー3 杯つき） 

宿泊費・人数多ければゲストハウス島家、少なければ民宿 

（どちらにしても 1 泊 2 食で １万円程度）夜は懇親会 

現地での懇親会費、船でのお酒、レンタカー頭割りなど諸々含めて 

往復船なら３万円は切る感じでイメージ。 

帰路飛行機なら 4 万円程度 



■仕事 

仕事スペースとして、三宅島出身で元リクルート（ホットペッパーとかの立ち上げとかに関わってた方）三宅村

村議会議員さんが経営する「カフェ 691」の定休日をお借りしてます。 

https://tabelog.com/tokyo/A1331/A133101/13151374/ 

■遊び 

松村さん含め初めての人は、主要スポットは木村がガイドしようかと思ってます。 

■Wi-Fi 

船での帰路の半分ぐらいの時間（特に後半は東京湾なので）  

神津島や大島沖航行時、Softbank、au DOCOMOの携帯もところどころ繋がります。東京湾は普通に繋がりま

す。 

船内 Wi-Fi も食堂近辺のみあり。 

 

もちろん僕は、可能な限り島内を探検します。 

〆切は 10/23 お忘れなく！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：売りたくない価値 

 

価格とは価値の値段のこと。 

価値が高ければ値段が高い、、、これまで僕はそう思い込んできた。 

だが、近頃僕は、この思い込みに疑問を感じるようになってきた。 

それは、土地を無償で借りたり、もらったりという事業に取り組んでいるから。 

価格が価値を示すなら、無償とは、価値が無いことを意味するはず。 

だが、僕の所属する法人（LR）が借りたりもらったりするのは、世田谷の砧（笑恵館）や成城（一宮庵）の土地

だ。 

これらの土地に価値がないとは、到底考えられない。 

そこで、土地を借りたりもらうとき、無償と有償の場合の違いを考えてみる。 

・ 

まず初めに有償の売買について、「売買契約書の基本的な記載事項」を見てみよう。 

第１条（基本合意）売買契約であることやどちらが売主、どちらが買主になるのか。 

第２条（目的物）売買の対象となる商品名や個数。 

第３条（引渡し）商品を買主に引き渡す期日、引き渡す場所について。 

第４条（代金の支払）代金の額、支払期日、支払方法について。 

第５条（所有権移転時期）売主から買主に商品の所有権が移転する時期をいつにするのか。 

第６条（検査）買主による商品の検査方法や検査期間。 

第７条（遅延損害金）代金が期限までに支払われなかったときに売主が買主に請求できる遅延損害金の利率。 

第８条（瑕疵担保責任）商品に瑕疵（品質不良等）があった場合の対応について。 

第９条（保証）瑕疵担保責任とは別に、売主が商品の品質等について保証する場合はその内容。 

第１０条（解除）いずれか一方の破産や契約違反の場合は契約を解除できること。 

第１１条（協議事項）契約書に定めのないことについては協議により解決すること。 

第１２条（合意管轄）売買についてトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するか。 



・ 

当たり前の話だが、売買契約書に中身は「売買のやり方」を定めるものだ。 

だが、第 8 条と 9 条だけは、売買が成立した後も効力を持つことになる。 

代金を支払う売買と支払わない譲渡の違いとは、そのやり方と、その後の責任の 2 点に分けられる。 

まず、やり方についていえば、有償と無償の違いであり、金銭に関する取り決めが不要な分だけ無償の方が簡単

だ。 

だとすると、問題は後者の「責任」だ。 

売買契約で定める瑕疵担保責任や保証など、無償譲渡には必要ない。 

・ 

この責任については、商法第 526 条が次のように定めている。 

1 項：商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなけれ

ばならない。 

2 項：前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又は

その数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は

数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物

に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同

様とする。 

3 項：前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 

僕はもともと建築屋なので、この問題には敏感だ。 

建築・不動産における瑕疵担保責任は、「6 か月」では済まされない。 

ここでは省略するが、民法第 570（566）条に定める瑕疵担保責任は永遠に続く（実際は 10 年）。 

・ 

ところが無償譲渡の場合、これらの責任は何も生じない。 

正確に言えば、これらのすべての責任を逃れることを条件に無償で譲渡すればいい。 

将来 LR に対する無償譲渡（包括遺贈）を予定している笑家館や一宮庵には、瑕疵担保を含む責任は一切無い。 

むしろ、無償譲渡を受けた LR（つまり僕）が、すべてのリスクも責任も引き継ぐことになる。 

なぜそんな危険を冒すのか、それは「継承」とはそういうことだから…と僕は思う。 

もしも、この譲渡を無償でなく有償で行うなら、それは一体何に対する代金なのか。 

それは、瑕疵（見えない不具合）を除く一切の責任から逃れる代金ではないだろうか。 

・ 

確かに物には価値がある。 

銀座鳩居堂と、世田谷の笑恵館とでは、その利用価値、収益性など比べ物にならないだろう。 

だが、現実にはどちらも地球表面の一部分であり、土地の価値に変わりはない。 

その収益価値や利用価値を持つ所有者の利権に過ぎない。 

さらに言えば、先ほど述べたとおり、所有者は瑕疵を含むすべての責任も持っている。 

考えてみれば、すべてのものはもともと無償で、すべての費用はそこに関わる「人間の取り分」だ。 

だとすれば、売買代金とは、その所有者に支払う「利権と責任との手切れ金」ではないだろうか。 

・ 

人間以外のすべての存在は、無償で暮らしている。 

物の価値を決めるのも価格を決めるのも、人間が勝手にやっていることだ。 

だったら、それは誰が決めるのか？ 

そう、僕らは自分で決めればいい。 



所有権とは、それができる権利のこと。 

自分にとって価値が高くても、相手がそう思わなければ価格は下がり、自分に価値が無くても相手が価値を感じ

れば高い価格で売れていく。 

この損得勘定が格差や諦めをもたらし、その結果が空き家や放棄地を生み出している。 

自分が所有するからこそ、どんなに高い価格でも「売る気になれない価値」を生み出すことができるはず。 

 

http://nanoni.co.jp/20191020-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）10/21 〇作業日 10-16 時面談可（笑恵館） 

（火）10/22 ◎作業日 16-19 時面談可（青葉台） 

   12 時半- ●MADARA MOYO（井土ヶ谷） 

   https://note.mu/madara_inc/n/nb7c4657ffb9c 

（水）10/23 ◎作業日 10-17 時面談可（青葉台） 

   18 時 メディアフォーユー アニバーサリー 

   https://www.mediaforyou.tv/office/ 

（木）10/24 〇作業日 13-17 時 面談可（笑恵館） 

17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）10/25 ◎作業日 10-15 時面談可（青葉台） 

（土）10/26 〇作業日 15-18 時 面談可（笑恵館） 

10-11 時 阿主南寺別院 落慶式（伊豆山） 

（日）10/27 ◎休業日 

10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ１０月例会（名栗） 

 

■その後のイベント 

10/29-31 ★三宅島ワーケーション（三宅島） 

11/03 ★起業カフェ＠駒澤大学文化祭 

11/09 ★地主の学校_22・まつむら塾（笑恵館） 

11/08 ★カプラー起業交流会（三茶） 

11/10-12 秋田旅行 

11/14 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

11/14 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

11/16 ★地主の学校_23・まつむら塾（笑恵館） 

11/21 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 



11/25 ★名栗の森オーナーシップクラブ１１月例会（名栗） 

11/28 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


