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新年のご挨拶
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島根県宅地建物取引業協会

会
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神庭 日出男

新年明けましておめでとうございます。
会員皆様におかれましては、ご家族と共にお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
また、日頃より本会の運営に際しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
さて、今年は新天皇即位と改元、10月には消費増税、外国人労働者受入拡大など時代の転換
期で有ります。また、ハトマークグループにおいての会員減、他団体との会員獲得競争、高齢化
に伴う若手人材育成と課題多きなか、全宅連では混迷する時代の羅針盤としてハトマークグ
ループが目指すべき方向、理想の姿を確立すべくハトマークグループビジョンを推進し、島根
県宅建協会も昨年、島根版ハトマークグループビジョンを作成し、今後、全宅連での発表、そし
て会員の皆様への啓蒙を計って参りたいと思います。
また、組織基盤維持強化の為には新規入会会員の獲得は極めて重要な課題であり、今後ハト
マークサイトをリニューアルし、物件情報の充実、協会入会促進に向けたＰＲ及び税制改正に
向けた周知、安心Ｒ住宅等々、積極的に取組んで行きたいと思います。
最後になりましたが、会員皆様の益々のご繁栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶と
させていただきます。
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新年のご挨拶

新しい時代の幕明け
〜不動産業の持続的な発展のために〜
公益社団法人
公益社団法人

全国宅地建物取引業協会連合会
全国宅地建物取引業保証協会
会

長

坂

本

久

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は、初の米朝首脳会談、米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱問題等、国際情勢が目まぐ
るしい一年でした。国内では、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、自然災害が多
発し広域停電や交通インフラの機能不全を引き起こしました。
このような中、昨年8月、私は会長就任早々、安倍総理と対談する機会を得、既存住宅市場の
活性化、空き家・空き地対策などについて懇談しました。中でも、地方圏における譲渡所得に係
わる課税の取り扱いなど、地方経済再生に向けた新たな制度の創設について要望いたしまし
た。併せて個人情報保護を踏まえつつ、宅地建物取引士への所有者情報の開示方策も要望した
次第です。
また、地方銀行の不動産仲介業参入については、関係各方面に断固反対との強力な要望活動
を行っており、引き続き注視してまいります。
さて、本年10月より消費税が増税されます。これを踏まえ、31年度の税制改正においては、
ローン減税の延長、住宅ポイント、住まい給付金の拡充等、需要の反動減がないよう万全の対
策が講じられました。併せて買取再販に係わる不動産取得税の特例措置の延長、空き家3,000
万円特別控除の適用要件緩和・期限延長が措置されました。本会としても昨年10月より開始し
た「安心R住宅制度」等を活用し、既存住宅流通促進策をより一層推進する所存です。
本年5月、新天皇のご即位と改元が行われ、平成から次の新しい時代を迎えます。国土交通省
においても2030年に向けて不動産業が持続的に発展していくための「新・不動産業ビジョン」
の策定作業を開始したところです。
本会としても「ハトマークグループ・ビジョン2020」に基づき、引き続き組織基盤維持、強化
を図ると共に、より効率的な事業実施体制の元、
「みんなを笑顔にするために」国民の皆様の住
生活の向上と安心安全な不動産取引をサポートするため、各種事業を実施してまいる所存で
す。
終わりに、皆様のますますのご繁栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていた
だきます。

人と住まいをつなぎます。
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活 動 報 告

Report
会務報告
平成30年度第4回理事会（平成30年12月18日）

・審議事項
1. 災害見舞金規定の策定及び定款
施行規則の一部改正について
2. ハトマークサイト島根の新シス
テムの導入について
3. ハトマークサイト島根「ピンポイ
ント地図」利用料について
4. 全宅連からの「全宅連安心Ｒ住宅
事業」への参加及び本事業に伴う
倫理規程改正の要請について

・報告事項
1. 各種事業の実施状況等の報告
2. 島根県不動産会館の耐震診断について
3. 島根県宅建協会版ハトマークグループ・ビジョン策定に
ついて
4. 島根県による協会への立入検査の結果報告
5. 業協会収支中間報告
6. 上部団体・関連団体の報告
7. 入会者報告
8. その他報告事項

平成30年度第1回情報提供委員会（平成30年8月20日）
1. 新システムの提案について
2. 広報誌（宅建しまね）について
3. その他

平成30年度第2回情報提供委員会（平成30年10月30日）
1. 新システムのオプション機能導入について
2. 協会のＰＲについて
3. その他

平成30年度第1回綱紀指導委員会（平成30年7月30日）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

相談業務の運営について
無料相談員への研修会開催について
新規免許業者への研修会開催について
宅建業務研修会開催について
宅地建物取引士資格試験の実施協力について
宅地建物取引士法定講習会の開催について
その他

平成30年度第2回綱紀指導委員会（平成30年11月2日）
1. 相談業務の運営について
2. 災害見舞金規定の策定について
3. その他
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活 動 報 告

Report
平成30年度新規免許業者研修会開催

11月2日、本会4階会議室において、新規免許業者様を対象とした研修会を開催しました。
当日は代表者様をはじめ、専任の取引士様を含む10名の方にご出席いただき、DVDによる「調査
説明義務について」の研修からはじまり、綱紀指導委員長より
「不動産取引実務上の留意点などについて」、また事務局より「宅
地建物取引業に対する指導調査結果について」、
「レインズ・ハト
マークサイトについて」の説明を行いました。
ご出席いただいた皆様には、今後、不動産業者として消費者に対
し安心安全な取引の実施を心がけ業務を行っていただきたいと
思います。

犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間啓発キャンペーンに参加
本会が毎年参加しております「犯罪のない安全で安心なまち
づくり旬間キャンペーン」に今年も参加しました。
今年は10月11日に開催され、松江駅構内において通勤・通学
中の皆様等に「旬間広報用グッズ」を配布し、安全で安心なまち
づくりについての理解と協力を呼びかけました。

宅地建物取引士資格試験実施報告

平成30年10月21日、島根大学（松江）、ポリテクセンター島根（松江）、いわみーる（浜田）の3会場
で「平成30年度宅地建物取引士資格試験」を行いました。
今年度の申込者数は昨年より32名増の698名、受験者数は昨年より33名増の579名の方にご受
験いただきました。
今後も各協力機関と連携を図りながら試験実施に向けた事務運営を行えるよう善処していき
ます。
申込者数

受験状況
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活 動 報 告

Report
平成30年度宅建業務研修会を開催
松江地区会場
①「契約不適合担保責任と仲介業者の責任
〜民法改正で瑕疵担保責任はどう変わるか〜」
講
師 涼風法律事務所
弁護士 熊谷則一 氏
開催日時 平成30年10月11日
14：00〜16：00
民法改正により新たに規定される「契約不適合
責任」について、従来の「瑕疵担保責任」と比較し
詳しく解説いただきました。また、宅建業法改正
による「自ら売主」たる宅地建物取引業者の「契
約不適合責任」についての考え方等も詳しく解説
いただきました。

②「重要事項説明書 法令制限のツボ！」
講

師

開催日時

㈱ときそう
不動産鑑定士 吉野
平成31年1月15日
15：00〜17：00

荘平 氏

重説・物件調査事項のうち、都市計画法・建築基
準法・その他法令に関連する部分の問題をピッ
クアップし、調査時の注意点、書面作成方法、実
際に対面説明する際のポイントなど詳しく解
説いただきました。

出雲地区会場
①「民泊ビジネスの法規制と宅建業者」
講

師

開催日時

横木増井法律事務所
弁護士 横木雅俊・佐藤
平成30年9月21日
14：00〜16：00

励 氏

民泊サービスの急速な普及による近隣住民と
のトラブルなどが社会問題になっているなか
で、宅建業者が知っておくべき民泊の知識につ
いて事例等を踏まえ詳しく解説いただきまし
た。
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②「〜なぜ、誰のために重説・契約書を作るのか〜
護身術としての重説・契約書とは」
講
師 日本レジデンシャル・セールスプランナーズ協会
森口昌彦 氏
開催日時 平成31年2月5日
14：00〜16：00

「誰のために重説・説明書を作成するのか」
を基本
に、重要事項説明・契約書の基本的なあり方、作
成のノウハウを解説いただきました。

活 動 報 告

Report
大田地区会場
①「意外と知らない地盤の知識」
講
師 ジャパンホームシールド
浦山 剛 氏
開催日時 平成30年8月31日
15：30〜17：30
地盤沈下事故の原因や地盤沈下が起こるメカニ
ズムなどの基礎的知識や、実際に現場で即実践
できる知識を、実例を交えながら詳しく解説いた
だきました。

浜田地区会場
①「契約不適合担保責任と仲介業者の責任
〜民法改正で瑕疵担保責任はどう変わるか〜」
講
師 涼風法律事務所
弁護士 熊谷則一 氏
開催日時 平成30年12月6日
13：30〜15：45
民法改正により新たに規定される「契約不適合
責任」について、従来の「瑕疵担保責任」と比較し
詳しく解説いただきました。また、宅建業法改正
による「自ら売主」たる宅地建物取引業者の「契
約不適合責任」についての考え方等も詳しく解説
いただきました。

益田地区会場
①「住宅インスペクションの活用」
講
師
開催日時

ユニ総合計画代表 秋山英樹 氏
平成30年9月28日
14：00〜16：00
平成30年4月1日に既存住宅取引の際のイン
スペクションの説明が義務化されたことに伴
う中古住宅の取扱いについてのポイントを事
例をもとに詳しく解説いただきました。

②「ＩＴ重説スタートアップトレーニング＆
物件写真撮影のポイント」
講
師 日本スキルズ株式会社 担当者
開催日時 平成31年1月25日
14：00〜16：00
ＩＴ重説及びＷＥＢ内覧サービスに利用できるフ
リーソフトの実演や不動産写真の取り方やカメラ
の基礎知識についてのポイントを詳しく解説いた
だきました。
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活 動 報 告

Report
東部・西部地区会場
「最近の法令改正と実務上の留意点／不動産取引と民法改正のポイント」
講
師 （一財）不動産適正取引推進機構 村川隆生 氏
開催日時 東部地区 平成30年11月5日 14：00〜16：00
西部地区 平成30年11月6日 14：00〜16：00
2018年4月1日の宅地建物取引業方の改正に伴い導入された「インスペクション制度」や、
2020年4
月1日に約120年ぶりとなる民法の大改正に伴う宅地建物取引業者として理解しておかなければな
らない実務上の留意点や重要なポイントを詳しく解説いただきました。

本研修会は宅地建物取引業法64条に基づくものであり、不動産の公正な取引を確保し、消費
者の利益の擁護・増進を目的として、宅地建物取引業者及びそれに従事しようとする者に対し、宅
地建物取引に関する高度な専門的知識・技能の普及の為に開催するものです。
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お 知らせ

Information
平成31年度宅地建物取引士法定講習会について
平成31年度の日程は、本会HPをご確認ください！
講習対象者
1. 島根県知事登録の方で宅地建物取引士証有効期限更新の方(事前に受講案内を封書でご送付します)
※住所・氏名の変更届出がなされていない場合、
法定講習受講案内が届かない場合がございます。
ご注意ください。
※有効期間が受講日の6ヶ月前より受講可能です。

宅地建物取引士証有効期限が切れ、
新規に交付を受ける方
2. 新規(試験合格後１年以上経過)の方、
※申込みをご希望の方は宅建協会へご連絡ください。
受講案内をご送付いたします。
なお、
受講日の2ヶ月前より受付可能です。

講習時間
午前９時30分から午後４時40分 ※講習会修了後に宅地建物取引士証を交付

申込方法
以下の書類等を持参又は現金書留にて申込みをしてください。
1. 宅地建物取引士証交付申請書
（受講案内に同封）
に所要事項を記入押印したもの
2. 講習受講票
（受講案内に同封）
に所要事項を記入したもの
3. カラー写真 ３枚
（縦3cm・横2.4cm、
無背景、
6ヶ月以内撮影） 詳しくは受講案内に記載
[申請書用1枚
（貼付）
、
講習受講票用1枚
（貼付）
、
新宅建士証用1枚
（裏面に受付番号と氏名を記載）
]
4. 現金13,000円
（内訳：申請料12,000円・昼食代1,000円）
5. 島根県証紙4,500円
6. 領収証返送先
（受講案内に同封） ※現金書留にてご郵送の方のみ。

その他

取引士資格登録簿の登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)等に変更が生じた際は、
島根県知事への届出をお
忘れなく。
※変更届は島根県建築住宅課よりダウンロードできます。

●問合せ先／公益社団法人島根県宅地建物取引業協会 TEL.0852-23-6728 ＨＰ http://www.hato-web.or.jp/

「宅地建物取引士法定講習会」は
宅建協会で受講しましょう！

取引士の
皆様へ

「宅地建物取引士法定講習会」受講についてのお願い
島根県宅建協会では、これまで島根県で唯一の宅地建物取引士法定講習の指定団体として、法定講習
会を実施しておりましたが、平成31年度より（公社）全日本不動産協会島根県本部も指定団体となり法定
講習会を実施することとなりました。
そのため、今後は「宅建協会が実施する法定講習案内」と「全日協会が実施する法定講習の受講案内」
が、それぞれ取引士宛てに送付されることになり、取引士証の有効期限や更新案内の発送時期によって
は、全日協会からの受講案内が先に届く場合があります。
宅建協会では、有効期限が近づいた取引士の方には、
「 受講のご案内」を必ず送付しておりますので、
宅建協会員、またはその従業者の皆様におかれましては、これまで通り、必ず宅建協会が実施する法定
講習会を受講されますことをお願い申し上げます。
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お 知らせ

Information
「全宅連安心Ｒ住宅」
運用開始しました！
全宅連は既存住宅の流通活性化への取り組みとして、国土交通省告示による「特定既存住宅情報
提供事業者団体登録制度（安心Ｒ住宅制度）」に事業者団体として登録し、10月1日より運用開始し
ました。
これに伴い、島根県宅建協会が12月26日より「全宅連安心Ｒ住宅」の受付を開始しました。
合わせて本会の倫理規定の一部を改正しておりますのでお知らせします。

第１条〜第２条 （略）
（法律等の遵守）
第３条 （略）

改正案

倫理規程一部改正（案）

２．（略）
（新設）
３．会員は、特定既存住宅情報提供事業者登録規定（平成29年
11月６日国土交通省告示1013号）に基づく特定既存住宅情
報提供事業について、全宅連及び協会が定める規程等を遵守
しなければならない。
以下省略

安心R住宅ロゴマーク

現

行

第１条〜第２条（略）
（法律等の遵守）
第３条 会長は、基本的人権の尊重並びに個人情報保護、反社
会的勢力の排除、マネー・ロンダリング対策等、関係諸法規を
遵守しなければならない。
２．会員は、本会の定款・規則・規程及び決議事項を遵守しなけ
ればならない。

以下省略

「安心Ｒ住宅」とは

既存住宅の流通促進に向け、
「不安」
「汚い」
「わからない」といった
従来のいわゆる「既存住宅」のマイナスイメージを払拭し「住みた
い」
「買いたい」といった既存住宅を選択できる環境の整備を図るた
め、国土交通省により制定された制度で、具体的には、耐震性があり
既存住宅売買瑕疵保険締結の検査基準に適合した住宅であって、リ
フォーム等についての情報提供が行われる既存住宅に対して、国の
関与のもと標章（安心Ｒ住宅ロゴマーク）を付与する仕組みです。

※なお
「全宅連安心Ｒ住宅」
制度では、
当面の間対象となる住宅を、 買取再販による物件（会員
宅建業者が既存住宅を買い取り、
リフォームを行い、
売主として販売する既存住宅）
に限定し
て運用します。

全宅連安心Ｒ住宅制度全体像

事業者団体

国
団体を審査・登録
標章の使用を許諾

標章・要件の
設定

全宅連

・住宅リフォーム工事の
実施判断の基準
・事業者が遵守すべき事項

宅建協会

標章の使用を
許諾
指導・監督

会
員
宅建業者
（売主）

安心R住宅ロゴマーク

広告時に標章を使用
全宅連

住宅購入者
9
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Information
ロゴマークを使用するためのおおまかな流れ
全宅連に特定構成員の登録をします（本店登録の場合）
登録には事前に以下の手続きが必要です。
●住宅瑕疵担保責任保険法人への事業者登録（手続きに1ヶ月ほどかかりますので余裕をもっ
て準備して下さい。）
●登録店舗に、
「安心Ｒ住宅事業責任者」を最低１名設置し、全宅連ＨＰの研修用動画を受講して
いただきます。
特定構成員の有効期間：１年（登録初年度は登録日から直近の3月末日まで）
登録手数料：12,000円（税別）
（登録初年度は登録日の翌月から3月までの月割）
※登録は島根県宅建協会を通じて毎年申請して頂きます。

ロゴマークを使用する物件ごとに「安心Ｒ住宅調査報告書」を作成し提出します
対象物件が「全宅連安心Ｒ住宅」の物件要件に合致していることを、全宅連が指定する書面にて
作成し、既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の検査適合証とともに宅建協会に提出してい
ただきます。

ロゴマークを販売広告に使用〜販売活動
広告の際にはロゴマークの使用ルールを遵守していただくとともに、住宅購入者に対し前期の
調査報告書を交付します。

安心Ｒ住宅の標章を利用するための主な条件
（１）全宅連に特定構成員（準特定構成員）として登録し標章使用の許諾を得ること
（２）標章を使用する住宅が以下の要件を満たしていること
①新耐震基準を満たしている
②インスペクション（建物状況調査等）によって既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の検査
基準に適合し当該保険に加入する
③全宅連が定めるリフォーム基準にもとづきリフォームを行う
（３）当面は、宅建業者が中古住宅を買い取り、上記の要件を満たしたうえで、消費者に販売する場合
（いわゆる買取再販）の販売広告時にのみ標章を利用することができる
※安心Ｒ住宅には厳格なルールがあり、これらの規程に違反したり、全宅連の許諾を得ずに無断で
標章を利用した場合には、罰則の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
「全宅連安心Ｒ住宅」制度に関する詳細や書類等は、全宅連のHPをご参照ください。

TAKEN S HIM ANE
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お 知らせ

Membership To everyone
国土交通省より
お知らせ

消費税率10％への引上げに伴う住宅取得支援策に
関する対応について

平成30年12月21日、
平成31年度税制改正大綱と平成31年度政府予算案が閣議され、
消費税率10％への
引上げに伴う住宅取得支援策として、
「住宅ローン減税の拡充」や「次世代住宅ポイント制度の創設」等が
盛り込まれ、
消費税率引上げ後の住宅の購入等にメリットが出るよう、
対策を講ずることとしております。
これに関連して、国土交通省より消費税引上げに伴う住宅取得支援策について周知依頼がありましたの
で、
ご案内いたします。

11
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Membership To everyone
不動産契約書及び重要事項説明書書式に係る
無料電話相談の開始について

全宅連より
お知らせ

現在、本会会員様にご使用いただいております、全宅連策定書式（契約書、重要事項説明書）につきまし
て、昨今、書式の操作方法、契約条項等の内容及び実務的な相談問合せが増加していることに鑑み、平成
30年10月1日より全宅連内に実務相談員が設置されましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

https://www.zentaku.or.jp/news/3410/

「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

国土交通省より
お知らせ

平成30年6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布され、同年9月25日から施行されまし
た。これに伴い、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備などに関する政
令において宅地建物取引業法施行令についても改正されましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

https://www.zentaku.or.jp/useful/law/archive2018/

「原子力利用における安全対策の強化のための
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の、規制に
関する法律等の一部を改正する法律」の施行に
伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引
業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省より
お知らせ

平成29年4月14日に「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、その一部規定については平成30年10月1日
から施行されました。これに伴い、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する
政令において宅地建物取引業法施行令について改正されました。これを踏まえ、宅地建物取引業法の解
釈・運用の考え方についても改正されましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください
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Membership To everyone
国土交通省より
お知らせ

宅地建物取引業者の法令遵守の徹底について

今般、シェアハウス等の投資用不動産にかかる宅地建物の取引に際し、融資関係資料の改ざん、売買
契約書を二重に作成する等の不正行為を宅地建物取引業者が行っていたことについて、周知依頼が
ありましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

https://www.zentaku.or.jp/news/3488/

「消費税の引上げに伴う価格設定について
(ガイドライン)」について

国土交通省より
お知らせ

本年10月に消費税率が引上げられることに伴う価格設定につきまして、国土交通省より新たにガイ
ドラインが作成されましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

国土交通省より
お知らせ

https://www.zentaku.or.jp/news/3588/

共生社会の実現に向けた施策の推進について

今般、新たな外国人材を受入れのための在留資格を創設する「出入国管理及び難民認定法及び法務
省設置法の一部を改正する法律」が平成３０年１２月１４日に公布され、平成３１年４月１日に施行される
こととなりました。
また、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して暮らせ
る社会の実現を目的とした、
「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」が決定され、この件に関
し、今般国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

https://www.zentaku.or.jp/news/3611/
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Membership To everyone
国土交通省より
お知らせ

国土利用計画法に基づく事後届出制について

近年、同計画法について、届出がされていないなど違反行為が多々報
告されております。このような現状を鑑み今般国土交通省より届出につ
いて以下のとおり再度通知がありましたのでお知らせいたします。取引
の当事者、仲介する際にも充分ご注意ください。
国土利用計画法（昭和49年法律第92号。以下「法」という。）第23条において、
一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は
契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に
対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないとする土地取引規制制度（以
下「事後届出制」という。）を定めている。
この事後届出制は、適性かつ合理的な土地利用の確保を図り、かつ、土地の投機
的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するために必要な制度である
とともに土地購入者の手続負担の軽減と土地取引の円滑化を勘案し、必要最小限の
措置となっている。
しかしながら、一部の宅地建物取引業者の中には、届出が必要な土地取引につい
て届出がされていないなど、本制度の趣旨が必ずしも徹底されていない場合が見受
けられる。このような無届の取引により法第47条第1号の罰則規定が適用された場
合には、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第1項第3号又は第3項
に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による指示、同条第2項第1号の2又は第4
項第1号に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による業務の停止の対象となり得
るものである。
また、本制度は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に規定するその他の法令
に基づく制限として、宅地建物取引業者が自ら土地を売却する場合の売主業者とし
て又は土地取引の媒介を行う場合の媒介業者として説明が義務付けられている重要
事項に該当する制度である。
ついては、本制度の趣旨をご理解の上、業務に際しての法の遵守の徹底をお願い
したい。
次頁のQ&Aも併せてご確認ください。
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Membership To everyone
ご存知でしたか？

届出必要 Q & A
Q1 国土利用計画法の届出制度とは何ですか？
A1

適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るた
め、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

Q2 届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。
A2

一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的など
について届け出る必要があります。
届出が必要となるのは、一定面積以上 ※1の土地について、土地売買等の契約 ※2（対価の授受をともなう土地に
関する権利の移転または設定をする契約）を締結した場合です。
※1）一定面積以上の土地

イ）市街化区域：2,000㎡以上
ロ）イを除く都市計画区域：5,000㎡以上
ハ）都市計画区域以外の区域：10,000㎡以上
なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の
合計が上記の面積以上となる場合には、個々の
取引ごとに届出が必要となる場合があります。

※2）土地売買等の契約

売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担
保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の
譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、
これらの取引の予約である場合も含みます。

届出事項については、(1)契約当事者の氏名・住所等、(2)契約締結年月日、(3)土地の所在および面積、(4)土地に関す
る権利の種別および内容、(5)土地の利用目的、(6)土地に関する対価の額などです。

Q3 届出は誰が行うのですか？また、届出はいつまでに、どこで行えばよいのですか？
A3

土地に関する権利の取得者が２週間以内に市・区役所、
町村役場へ届け出なければなりません。
届出は、土地に関する権利の取得者（買主等）が行います。
契約（予約を含みます。）を締結した日を含めて2週間以内（たとえば、水曜日に契約を締結したら、翌々週の火曜日
まで）に、土地の所在する市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。
※届出期間の最終日が行政機関の休日
（土日、
国民の休日、
十二月二十九日〜翌年一月三日）
である場合には、
特例とし
て、
休日の翌日
（次の開庁日）
が期限となります。
※注視区域・監視区域に指定されている地域における土地取引の届出については、
契約
（予約を含みます。
）
の6週間前
に届出が必要です。
詳しくは土地の所在する都道府県・政令市の国土利用計画法担当課または最寄りの市・区役所、
町村役場へおたずね下さい。

Q4 届出をしないとどうなりますか？
A4

届出をしないと法律で罰せられます。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
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Membership To everyone
従業者証明書の取扱いについて
従業者証明書の携帯につきましては宅地建物取引業法の第48条に定められており皆様ご承知のことと存じ
ますが、
近年、
従業者証明書番号の付し方が正しく記載されていないことが多く、
行政より報告も受けており
ます。
会員皆様におかれましては今一度、
「従業者証明書番号の付し方」
をご確認のうえ、
正しい従業者証明書
番号を記載していただきますようお願い申し上げます。

①従業者証明書番号の付し方について
従業者証明書番号の付し方 第1・2桁 → 雇用（開業）した西暦年の下2桁
第3・4桁 → 雇用（開業）した月
第5・6桁 → 事務所毎の従業者の番号
（例）代表者以下5名の不動産会社
（1）代表者Ａ 創業年月日→1971年4月6日、従業者番号1番の場合
従業者証明書番号→「71 04 01」
（2）従業者Ｂ 雇用年月日→1978年10月8日、従業者番号2番の場合
従業者証明書番号→「78 10 02」
（3）従業者Ｃ 雇用年月日→1998年2月15日、従業者番号5番の場合
従業者証明書番号→「98 02 05」
②その他
（1）従業者証明書の有効期間→ 5年以内
（2）従業者証明書の発行範囲
→ 兼業を行っている場合、全く不動産
取引に関与しない部署の従業者は、発行
の対象外である。ただし不動産取引を専
業とする場合は、代表者・役員・非常勤役
員・取引に従事する者・直接、取引に従事
しない者・アルバイトに至るまで全ての者
を発行の対象とする
（3）アルバイトが持つ従業者
証明書の有効期間→
アルバイト期間等を考慮して短く区切り
発行する

携帯

17

TAKEN S HIM ANE

最 近 の
判例から
浸水被害の
調査説明
責任

過去の浸水事故の調査説明義務違反があったとして
売主業者と媒介業者への損害賠償請求が認められた事例
（東京地判 平29・2・7 ウエストロー・ジャパン）西崎

戸建住宅を購入した買主が、引越し後に地下駐車場へ
の浸水事故があったことから、売主業者と媒介業者が過
去の浸水事故の調査説明義務を怠ったとして、止水版設
置費用や浸水事故があったことによる不動産価格減価分
等の支払を両者に求め、請求の一部が認められた事例（東
京地裁 平成29年2月7日判決一部認容 ウエストロー・
ジャパン）

1

事案の概要

2

判決の要旨

買主X（原告）は、平成25年12月、媒介業者Y1（被告）の
媒介により、売主業者Y2（被告）との間で、平成9年新築の
地下１階駐車場、地上2階建ての中古住宅（Y2が競売にて
取得した物件）つき、売買代金１億700万円で売買契約を
締結し、平成26年1月に代金支払いのうえ引渡しを受け
た。
売買契約前、内見の翌日にXはY1に、地下駐車場と地下
玄関の間に高さ90cmの仕切りが設置されていることか
ら駐車場内の浸水を心配して排水状況を問い合わせた
が、Y1は「平成17年の集中豪雨の際にも駐車場内に雨水
の侵入はなかった」
「排水ポンプが正常に作動することを
確認した」と回答していた。
また、Y2が作成した物件状況確認書（告知書）では、浸
水等の被害の有無につき「知らない」と記されていた。
Xが本件不動産の購入後、少なくとも平成26年7月及び
同年9月、地下駐車場に雨水が流入する浸水事故が発生し
たため、Xは自動式止水版を設置して526万円余を支出し
た。
その後、Xが市役所に本件不動産の浸水履歴に関する
個人情報開示請求を行ったところ、平成17年9月に本件地
下駐車場において浸水事故があったことが判明した。
Xは、Y1・Y2（以下、
「Yら」という）が不動産の売買契約
ないし仲介契約上なすべき本件不動産の浸水被害に関す
る調査を怠り、事実に反する説明をしたため、これらの事
実を認識しないまま本件不動産を購入し、損害を被ったと
して、自動式止水版設置工事526万円、本件不動産評価
損535万円、自動車修理費用35万円、慰謝料500万円、弁
護士費用150万円等、総額1,663万円余の損害賠償を求
める訴訟を提起した。
裁判所は、Yらの本件不動産の浸水履歴に係る説明義
務違反を認め、以下の通りXの損害賠償請求を一部認容し
た。
⑴ Yらの調査・説明義務違反の有無
浸水事故が発生するような場所的・環境的要因からく
る土地の性状は、その地域の一般的な特性として、当該土
地固有の要因とはいえない場合も多い上、そのような性状
は、同土地の価格形成の要因として織り込まれている場合
も多いと考えられるのであるから、浸水履歴について説明
義務があるというためには、浸水事故が発生する可能性に
ついて説明義務があることを基礎づける法令上の根拠や
具体的事情等があり、また、そのような事態の発生可能性
について、仲介業者等が情報を入手することが可能である
ことが必要と解される。
本件においては、Xは、本件不動産の内見の翌日、地下
駐車場と建物出入口との間に設置されている敷居につき
Y１に問い合わせた際、地下駐車場への雨水の流入につい

哲太郎

て懸念を示しており、Y1としては、本件不動産の浸水事故
に関するXの上記懸念を十分理解していたといえる。また、
Y1は、原告からの上記指摘を受けて、実際に市役所へ問
い合せ、少なくとも本件不動産所在の街区に浸水履歴が
あるとの回答を得ていたのであるから、本件不動産につい
ても浸水事故発生の可能性があることを認識し得たもの
と解される。
そして、これらの事情に加え、地下駐車場の入口には排
水ポンプが設置され、地下駐車場と建物出入口との間に
敷居が設置されるなど、地下駐車場への雨水流入に対す
る対策とも考えられる設備が設置されていることに鑑み
れば、Yらには、本件不動産の浸水履歴につきさらなる調
査をし、正確な情報を原告に説明すべき義務があったとい
うべきである。
さらに、本件不動産の所有者であったY２は、情報開示
制度を利用して本件不動産の浸水履歴を容易に入手する
ことができたと認められることを併せ考えると、売買契約
締結に際し、被告らが、本件不動産所在の街区には浸水
履歴があることを説明しなかったのみならず、Y2の前所
有者の浸水事故はなかった旨の説明をそのまま信じ、本件
不動産については、今まで浸水被害に遭っていないとの事
実に反する説明をしたことについては、上記説明義務違反
があるといわざるを得ず、売買契約上の債務不履行ない
し不法行為が成立するというべきである。
⑵ Xが被った損害について
①Xは、本件売買契約締結に際し、同浸水履歴及び浸水被
害の対策のための工事費用を考慮して価格交渉する機会
を奪われたのであるから、その損害額との相当因果関係
が認められる。ただし、526万円を要した自動式止水版で
ある必然性はなく、人力による簡易止水版設置工事費用
212万円を相当の損害と認める。
②別の不動産業者の査定によれば、直近の浸水履歴を加
味した本件不動産の査定価格と本件売買価格との差額は
548万円となるところ、査定価格には一定の幅があること
を勘案して、その50％に相当する274万円を損害と認め
る。
③その他、自動車修理費用35万円余、弁護士費用相当損
害金として52万円を損害と認める。
④以上により、Y2らによる債務不履行ないし不法行為に
よる損害金は574万5560円となり、当該損賠償債務は
Y1・Y2の不真正連帯債務となる。

3

まとめ

本事案では、Y1は市役所に浸水履歴の照会を行った
が、当該街区内での浸水履歴が存在する旨の回答は得ら
れたものの、個別物件の浸水履歴の回答までは拒まれた
経緯にあるようである。このような場合、現所有者（売主）
であるY2と連携してY2から情報開示制度を申請して調査
する方法が有り得たと裁判所は判示している。
近年、土地の有効利用の観点から地下室を設けたり、半
地下形状としている物件が多くみられるが、これらの場
合、台風や局所的集中豪雨により浸水被害が発生する可
能性は当然に高まる。
取り扱う物件に浸水履歴を疑わせる事象がある場合、
本裁判例を踏まえて宅建業者としては特に慎重な調査・
説明が必要であろう。
（調査研究部主任調整役）
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最 近 の
判例から
所有権を
失う可能性の
説明義務

所有権を失う可能性が高いことの説明がなかったとした、
買主の元売主等に対する賠償請求が認容された事例
（東京地判 平29・9・29 ウエストロー・ジャパン）室岡

買主が、所有権を取得できなくなる可能性が極めて高い
ことを秘して売却したとして、主位的に、売主と元売主に
詐欺による共同不法行為に基づく売買代金相当額等の支
払いを求めるとともに、予備的に、元売主に信義則上の告
知義務違反による共同不法行為等に基づく売買代金相当
額等の支払いを求めた事案において、買主の請求が認容
された事例（東京地裁 平成29年9月29日判決 認容 ウエ
ストロー・ジャパン）

1

事案の概要

A所有不動産（以下「本物件」という。）は、平成23年7月
25日付けでAからその妻Bに、同年8月3日付けでBから
C、更に、Cから本物件を1300万円で購入した宅建業者
Y1（被告）に所有権移転登記がされた。
Aは、Bが本物件を無断で売却したとして、Y1を相手と
し、東京地裁に、真正な登記名義の回復に基づく所有権
移転登記手続を求め提訴（以下「別件訴訟」という）した。
平成25年1月23日、東京地裁は、Aの請求を認容し、Y1
に本物件の所有権移転登記手続を命ずる判決を言い渡し
た。Y1は、これを不服として東京高裁に控訴した。
同年３月頃、Y1は、本物件の売却先Y2（被告）を紹介さ
れ、本物件の購入代金回収のため、別件訴訟が控訴審で
係属中であるものの、本物件をY2に売却することとした。
Y1から本物件を売却予定と聞いた別件訴訟の訴訟代
理人であった弁護士は、訴訟係属の状況下での売却に難
色を示したが、Y1に、Y2から「Y1が控訴審判決でも敗訴
する可能性があり、この事実経緯を承知した上で買い受
け、裁判結果により損害を受けてもY1に損害賠償請求等、
一切の責任を問わない。」とする確認書（以下「本件確認
書」という。）を受領するようにアドバイスした。
平成25年4月8日、Y1とY2は、代金1000万円とする本
物件の売買契約を締結し、本件確認書も受け渡しされた。
更に同日、Y2とX（原告）は、代金1300万円（内100万円は
支払い保留）とする本物件の売買契約を締結した（以下
「本件売買契約」という。）。
なお、Y1とY2の売買契約は、第三者のためにする契約
とされ、Xも直接登記移転先となる旨の意思表示をしたこ
とで、Y1からXに本物件の直接所有権移転登記がされた。
平成25年8月28日、東京高裁は、Y1がAを相手とした控
訴を棄却した。その後、Y1は、最高裁に上告した結果、最
高裁では、本物件は控訴審口頭弁論終結前に、Y1からX
に所有権移転されており、Y1に所有権移転登記手続を求
められないとして、第一審判決を破棄し、Aの請求は棄却
された。
一方、平成25年7月19日、Aが、東京地裁にXを相手方と
して申したてた本物件の処分禁止の仮処分が認められ、
その後、Aは、Xに本物件の真正な登記名義の回復に基づ
く所有権移転登記手続請求訴訟を提起した。
平成27年5月19日、東京地裁が、AのXに対する請求を
認容し、その後、同判決は確定した。Xは本物件の所有権
を失ったため、Y1らに支払代金1200万円等の支払いを求
め提訴した。なお、Y2は口頭弁論期日に出席せず、答弁書
等の提出もなかった。

2

判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xの請求を認容した。
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⑴ Y1らの共同不法行為責任について
Y2は口頭弁論期日に出席せず、答弁書等の提出もない
ため、Xが主張する、あたかも確実に所有権を取得できる
かのように振る舞い、Xを欺罔したとの請求原因事実を自
白したものとみなし、Y2は詐欺による不法行為に基づく損
害賠償を支払うべき義務を負うが、Y1の詐欺による共同
不法行為責任については、売買契約の当事者はY2とXで
あり、Y1がXを直接欺罔したとは認められず、XのY1に対
する請求については理由がない。
⑵ Y1の信義則上の告知義務違反による共同又は単独の
不法行為責任について
Y1が、直接の取引当事者ではない後続の取引当事者
に、別件訴訟等について伝えるべき一般的な告知義務が
あると解することは、Y1に不可能を強いるものと言える。
しかし、Y1は、いわゆる不動産業者であり、また、損失の
回収についても、Cへ担保責任等を追及せず、本物件を流
通させることの危険性を十分認識したにもかかわらず、売
買により危険を創出したといえる。また、Xへの直接移転登
記に必要な手続もしており、X、Y1、Y2は本物件取引にお
いて相互に密接な関係にあったといえる。
そして、Y1は、遅くとも決済時点までに本物件がXに売
却されることを認識し、その際、Y2が別件訴訟の存在及
び経過をXに告げず、あたかもXに確実に所有権を取得で
きるかのように振る舞い、Xを欺罔したことを現認したにも
かかわらず、同決済において終始無言で何らの措置もとら
なかった。
このような事情下では、Y1は、Xに対し、別件訴訟に敗訴
し、今後所有権を喪失する可能性があることを告知すべき
信義則上の義務を負っていたと認められるが、Y1は、Xに
何らの告知もしなかったのであるから、同義務に違反した
過失があると認められ、XのY1に対する主張には理由があ
る。
以上、Y2には詐欺による、また、Y1には信義則上の告知
義務違反による不法行為が成立し、これらは決済現場で
共同して行われたことから、Y1らは、連帯してXの損害を
賠償すべき義務を負うと認められる。
そして、Xは、Y2らから別件訴訟に敗訴しており、今後所
有権を喪失する可能性があるとの告知を受けていれば、
本件売買契約を締結しなかったと認められるため、Xは、
支払代金1200万円相当と、Y1らの共同不法行為と相当因
果関係のある弁護士費用120万円を損害と認めるのが相
当である。

3

まとめ

宅建業者であるY1は弁護士が難色を示しているにもか
かわらず、所有権紛争のある状況下で本件不動産の売却
を強行し、結果Y2の詐欺の片棒を担いだかたちになって
いる。
宅建業者に自己の所有に属しない不動産の売買契約の
締結を規制する、宅建業法第33条の2の制度趣旨からし
ても、宅建業者が所有権紛争のある不動産を売却するこ
とは問題行為であり、後日責任を問わない旨の覚書を買主
より受領したとしても、買主の転売先より不法行為責任が
問われる可能性もあることから、不動産の売却は所有権
紛争の解決後に行う必要がある。
（調査研究部調査役）

お 知らせ

Information
宅地建物取引業者名簿
登載事項変更届について

変更届けなどの
各種届出を
お忘れなく！

14日以内

届出期限

正本１部、
副本２部を免許権者へ提出してください。

届出が必要となる変更事項

考

大臣免許の場合、
従業者に変更が生じた際には免許
権者への変更の届出は必要ありませんが宅建協会へ
備付の従業者名簿をご提出いただく必要がございま
す。
（ＦＡＸ可）

⑧従業者
（本店・支店）

届出期限

備

30日以内

正本１部、
副本２部を免許権者へ提出してください。

届出が必要となる変更事項

備

考

①商号または名称変更
（本店・支店）
②代表者変更
（本店・支店） -法人のみ
④代表者の氏名変更
⑤政令で定める使用人変更
（本店・支店）
⑥政令で定める使用人の氏名変更
（本店・支店）
⑦法人役員変更
（本店）
⑧法人役員の氏名変更
（本店）
⑨事務所所在地変更
（本店・支店）
⑩従たる事務所
（支店）
新設及び廃止
⑪専任の取引士変更及び増員
（本店・支店）

専任の取引士に欠員が生じた場合、２週間以内に
補充しなければ、
業務停止処分となります。

⑫専任の取引士の氏名変更

宅建協会への届出について
免許権者へご提出の後、
収受印が押印されたものの写しを宅建協会へご提出ください。
（ＦＡＸ可）
なお、
宅建協会の会費請求につきましては、
４月１日及び１０月１日現在の本会に登録された従業員数をも
とに算出されますので、
従業者の変更届出をなされた際には速やかに協会までご連絡くださいますようお
願い申し上げます。

ご注意下さい！

免許権者へ提出された書類が自動的に宅建協会へ送られることは
ありませんのでご注意ください！

TAKEN S HIM ANE
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お 知らせ

Information
宅地建物取引業免許更新の手続きについて
手続き期限

有効期間満了日の90日前から30日前まで

免許更新手続きの申請は有効期間満了日の90日前から30日前までに必ず手続きを行ってください。万
が一、免許更新の手続きを失念した場合は以下のような取扱いとなります！

①新規免許業者として新たに免許申請が必要となります
②新規免許業者となるため、
免許番号が変更となり更新回数も(１)となります
③新規免許業者となるため、
宅建協会に対して新たに入会申込が必要となります
④新規免許業者となるため、
改めて宅建協会入会金や分担金等の費用が必要となります

ご注意下さい！

悪い例…………
宅地建物取引業者名簿登載事項に変更があったにもかかわらず、
30日以内の届出を行わず、宅地建物取引業免許更新時に申請書
とあわせて変更届を提出してしまった！
宅建業法９条違反 「50万円以下の罰金」

宅地建物取引業廃業届の提出について
宅地建物取引業を廃業される場合、
免許権者へ提出した
「廃業等届出書(免許権者の収受印付)」
の写し
を宅建協会へご提出いただき退会手続きを完了してください。
（ＦＡＸ可）
ご提出いただいた書類をもとに弁
済業務保証金分担金の返還手続きを開始しますので、
速やかにご提出いただきますようお願い致します。
※弁済業務保証金分担金の返還手続きについては、
官報掲載後６ヶ月間は、
会員との宅地建物取引によっ
て損害を受けた消費者等が弁済業務保証金の還付を受ける為の認証申し出を受付ける期間になります
ので、
その後、
分担金返還の手続きを行い
（約2〜3ヶ月）
官報掲載料・事務手数料
（会費未納があれば未
納会費分）
を差し引いた金額を返金いたします。
ただし、
この間に消費者等から認証の申し出があります
と、
認証の可否が出るまでは分担金返還の手続きができません。
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お 知らせ

Information
無料相談会のお知らせ

●無料相談会実施日

3月 8日㈮ 4月12日㈮ 5月10日㈮
6 14日㈮ 7月12日㈮ 8月 9日㈮

（公社）島根県宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引
業保証協会島根本部が共同運営する不動産無料相談所では毎月
月
第2金曜日に、不動産に関する各種の相談業務を行っております。
●実施時間
専門の相談員が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

●県下各地域において相談を受付けています。
最寄りの相談所までご連絡をお願いします。

午後1時〜午後4時まで

※ご相談の際には、事前に最寄りの相談所まで御連絡のうえ、取引に係る書類（契約書、重
要事項説明書等）をご持参下さい。
※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません。
※苦情解決の申出の受付事務については、
（公社）全国宅地建物取引業保証協会島根本部
にて休業日を除く平日の午前9時〜午後5時（来所のみ）行っております。

・松江地域

・出雲地域

・大田地域

〒690-0063 松江市寺町210-1
（島根県不動産会館２Ｆ）
TEL（0852）256537

〒693-0001 出雲市今市町869-7
（信和ビル１Ｆ）
TEL（0853）228910

〒694-0041 大田市長久町長久ハ36
（㈱中島工務店内）
TEL（0854）822416

・浜田地域

・益田地域

松江宅建センター

出雲宅建センター

浜田宅建センター

大田宅建センター

益田宅建センター

〒697-0024 浜田市黒川町4208
（堀本ビル２Ｆ）
TEL（0855）225536

〒698-0024 益田市駅前町35-6
TEL（0856）234088

公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会島根本部

しない！させない！無免許業者の不動産取引
しない！
公益法人である当協会は、一般消費者に対する啓蒙活動として、県及び警察との連携を図り、県下から無免許で不動産
取引を行う宅地建物取引業法違反者を排除するために、情報提供するなどの協力体制を充実します。不動産取引において
不正な業務を行う者の情報がありましたら、協会までお知らせください。

例えば

◎取引の事実（日時・取引物件概要・取引の相手） ◎取引をした者の氏名、住所、電話番号、名刺など

反社会的勢力排除に向けて

「暴力団排除条例」に対応するため、警察庁刑事局組織犯罪対
策部暴力団対策課の指導の下、
国土交通省総合政策局不動産業
課の協力を得て、
「売買契約書」
「媒介契約書」
「賃貸住宅契約書」
において反社会的勢力との取引を排除する規定（反社会的勢力
排除条項）を設けておりますので、取引にあたっては本書式をご
使用ください。
【会員限定】
【契約書式類のダウンロードはこちら】

本会ＨＰ：http://www.hato-web.or.jp/
①
「会員専用」をクリック
②
「書式ダウンロード」をクリック
必要な書式をダウンロードしてください
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ご注意
い
くださ

中国地区不動産公正取引協議会では、
平成25年6月21日

より違反調査等事務処理規定及び措置基準が設けられ、
違

反広告に対して内容別に評点が加算され、程度が重いと思

われるものについては違約罰が科せられます！！
不動産広告の違反事例

不動産公正取引協議会 相談＆違反事例
一般財団法人 不動産適正取引推進機構発行「RETIO」NO.110より抜粋

Ａ社の事例

対象広告 住宅に配布したチラシ 対象物件 新築住宅

表示 「売地１ 土地面積93坪 売地1,180万円
＋建物1,634万円 支払い例月々58,614円 総額
2, 814万円（税 込）」、
「〈物 件 概要〉土 地面 積 ／
310.72㎡ 引渡日／相談 取引態様／媒介」等と
記載するとともに、建物完成予想図及び「建物面積
107.24㎡」等と記載した間取図を掲載し、さらに、
当該チラシ下部に「土地だけの購入も可能です。」と
記載（2017年２月23日配布チラシ）
事実 「売地１」と記載してはいるものの、その文字
の大きさは極めて小さく、土地と建物の総額やその
総額に対する返済額を大きく記載し、
さらに、
建物外
観パースや間取図を掲載するとともに、
チラシ下部に
「土地だけの購入も可能です。
」
と記載し、
あたかも土
地と建物をセットで購入することを前提に取引する
ものであるかのように表示をしていることから、
この
広告は、
新築住宅を取引するものと認められる。

Ｂ社の事例

［賃貸住宅2］
表示 「情報更新日2017年02月20日 次回更新
予定日2017年02月28日 〇〇駅徒歩7分 賃料
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A社は、契約済みの中古住宅を基に勝手に新築
住宅としてチラシ広告を行ったとして、2008年10
月に、当公正協議会から、厳重警告・違約金の措置
を受けているにもかかわらず、今回、再び、同様の
違反を行ったものである。

対象広告 自社ホームページ 対象物件 賃貸住宅

［賃貸住宅1］
表示 「情報更新日2017年02月20日 次回更新
予定日2017年03月06日 〇〇駅徒歩２分 賃料
10万円 管理費＋共益費5,000円 面積36.30
㎡ 築年月1993年11月 取引形態 仲介」等と記
載（2017年２月22日時点の掲載広告を対象）
事実 新規に情報公開後の2015年11月１日に契約
済みとなり、取引できなくなったにもかかわらず、削
除することなく更新を繰り返し、少なくとも対象とし
た広告の時点（2017年２月22日）まで１年3か月以
上継続して広告（おとり広告）を掲載したものであ
る。

23

しかしながら、売主は、売地として取引するもの
であって、A社が勝手に新築住宅であるかのように
表示したものであり、実際には、表示の建物は、建
築基準法第6条の確認（以下「建築確認」という。）
を受けていないため、このような表示を行うことも
取引することもできないものである。
なお、このほか当該チラシには23物件掲載し、い
ずれもこの物件と全く同様の表示をしているが、
これ
らはすべて、売主は売地として取引するものを勝手
に新築住宅であるかのように表示したものであった。

7万円 管理費＋共益費8,000円 面積20.48㎡
築年月2012年２月 取引形態 仲介」等と記載
（2017年２月22日時点の掲載広告を対象）
事実 新規に情報公開後の2015年12月21日に契
約済みとなり、取引できなくなったにもかかわらず、
削除することなく更新を繰り返し、少なくとも対象
とした広告の時点（2017年２月22日）まで１年２か
月以上継続して広告（おとり広告）を掲載したもの
である。
また、契約時に鍵交換費用（16,200円）を必要と
するのに、その旨を記載していない。
このほか賃貸住宅7物件を調査したが、いずれも
前記の２物件同様、契約済みの「おとり広告」であっ
た。

業界最大の組織力！！ 賃貸管理業を強力にサポートします。

全宅管理入会のご案内
入 会 特 典

「賃貸不動産管理業務マニュアル」
「賃貸不動産管理 標準化ガイドライン」
「賃貸不動産管理 標準化ガイドラインの手引き」

今なら！

＋

期間限定：
平成 31 年 3 月 31日
入会受付分まで

「間取りクラウド」
「ひな形 Bank」
「入居のしおり」30 部

計

6 種プレゼント

さらに

「全宅管理フラッグ」贈呈中！

上記の特典に加わえ、店頭掲示用の「全宅管理フ
ラッグ」を贈呈しております。
ハトマークグループのお店を PR していただけます！

❷
「賃貸不動産管理
標準化ガイドライン」
❸「賃貸不動産管理
標準化ガイドラインの手引き」
❶「賃貸不動産管理業務マニュアル」
賃貸不動産管理業務のノウハウ等を効率的に
提供する目的で本会が作成いたしました。こ
の１冊で賃貸不動産管理業務に必要な知識が
網羅出来る充実した内容となっています。

事業のご案内

本ガイドライン及び手引きは本会が定める自
主ルールであり、会員である賃貸不動産管理
業者を対象に、標準的に行うべき賃貸不動産
管理業務の内容が明示されています。

り図面作成ソフトと、表現力豊かな販売図面・
チラシ等作成ソフト。※計 4 万円相当（通常
販売価格の合計額）

❻「入居のしおり」

賃貸物件へ入居される方への入居中のルー
ル・諸注意等をまとめた冊子。

❹「間取りクラウド」
❺「ひな形 Bank」

初めて導入される方にも安心のかんたん間取

全宅連が母体となり設立された
（一社）
全国賃貸不動産管理業協会
（通称
「全宅管理」
）
は、
「賃貸不動産管理業」
を単に
賃貸媒介の付随業務にとどまらない独立かつ主体的な業務であると捉え、
健全な発展と確立を目指しています。

賃貸管理業サポート事業
● 250 種類以上の充実した書式を無料提供
● 無料電話法律相談の実施
（毎週１回）
● 賃貸管理業務を一元管理できる「全宅管理業務支援シス
テム」
を会員価格で提供
● 提携サービスを会員価格等で提供

研修事業
会員を対象として、法令の新設・改正、最新判例の動向、
ト
ラブル対応 Q ＆ A、実務対処法等をテーマとした賃貸管理
実務に役立つ各種研修を Web等で実施しています。

業務支援ツール等の提供
● 管理業務に役立つ出版物やソフトウェア等を
会員価格で提供
● 効率的な賃貸管理業務を実践するための
各種ツールの充実

情報提供事業
● 会報誌・オーナー通信の定期発行
● メールマガジンの配信
● FAX マガジンの配信
● ホームページ上での情報発信

賃貸住宅管理業者登録制度支援

賃貸管理業賠償責任保険

国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度 」
の解説
書を会員限定にて配布を行っています。また、登
録後に掲示が義務付けられる
「業者票」
を無料で作
成しているほか、業務処理準則に規定する各種書
式も用意しています。

「賃貸管理業賠償責任保険」
は、本会会員を対象に
した損害賠償責任保険です（掛け金は、年会費に
含まれています）
。この保険は、賃貸不動産管理業
者の過失によって生じた損害賠償責任をカバーす
るものです。
※上記サポート事業の詳細は、全宅管理ホームページでご確認ください。

《入会金・年会費》 入会金 20,000 円 年会費 24,000 円
（月額 2,000 円×12ケ月分）
《ご入会の手続き》 １）裏面の入会申込書に必要事項を記入いただき､協会宛に郵送またはファックス（FAX：03-5821-7330）にてご送付ください。

２）入会申込書の到着が当協会にて確認できましたら、当協会より入会金・年会費のお振込み等その後のお手続きについてご連絡いたします。

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会

TEL : 03 -3865 -7031

〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-6-3 全宅連会館
FAX : 03 - 5821-7330 HP:http ://www.chinkan.jp/ e-mail:zentakukanri@bz01.plala.or.jp

全宅管理

で検索
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一般社団法人

全国賃貸不動産管理業協会

入

平成

殿

会

申

込

年

月

書

貴協会の趣旨に賛同し、入会を申込みます。
フ

リ

ガ

※協会記入欄

ナ

商

号
（

宅建業免許番号

大

有

効

期

間

平 成

フ

リ

ガ

ナ

臣

・

）宅地建物取引業協会会員・（公社）全国宅地建物取引業保証協会社員

（

）

年

知

月

日
フ

事

（

〜
リ

平 成
ガ

表

者

FAX：03-5821-7330

所
T E L

在

担 当 者 名

〒

第

号

年

月

日

所属部署及び役職

名

主たる事務所

）

ナ

氏名

代

日

氏名

-

地

/ F A X

資 料 送 付 先

TEL（
〒

）

-

/ FAX（

）

-

）

-

/ FAX（

）

-

-

※ 支 店 等 の 場 合

T E L

/

F A X

メールアドレス
従

業

員

一般社団法人

TEL（

＠
□全宅管理メールマガジンへの登録を承諾しません。（配信を希望しない方は□に✓を入れて下さい。）

数

名

うち賃貸管理業従事者数

全国賃貸不動産管理業協会

名 （兼任含む）
平成

殿

誓

約

年

月

日

書

貴協会の入会資格を満たしていることを誓約いたします。万が一、虚偽の事実があった場合 は、退会の処置を
とられても異議を申立てません。

商号：

代表者（自署）：

※以下はわかる範囲でご記入ください
組
企

業

設

織

個人・法人（資本金：

立

昭和・平成

年

居住用：

棟

管 理 受 託 数
賃 貸 住 宅 管 理
業 者 登 録 制 度

25

TAKEN S HIM ANE

登録済み

・

円）
月

店

舗

数

賃貸管理業の開始
戸

／

店 （本店含む）
昭和・平成

事業用：

年

月

棟

戸

）第

号

未登録

※登録済みの場合、ご記入下さい。

登録番号：国土交通大臣（

代理店募集のご案内
株式会社 宅建ファミリー共済とは

宅建協会会員の業務支援を目的に設立した少額短期保険業者です。
平成20年4月に営業を開始し、現在では全国7,200店を超える代理店（平成28年3月末現在）と委託契約
を結ぶなど、少額短期保険業者の中でもトップクラスの規模となっています。また、今後も全宅連賛助会員
ならびに全宅管理賛助会員として会員の業務支援に努めてまいります。

宅建ファミリー共済なら

さらに充実した補償で安心をお届けします！

宅建ファミリー共済の「住宅用賃貸総合補償保険」は賃貸入居者の皆さまを様々なリスクからお守りする補償をパッケージ化！

■落雷・破裂・爆発

家財補償

ひょう

■風災、雹災、雪災
損害が20万円以上
じょう

■火災

失火やもらい火の事故による場合

■騒擾・集団行動に伴う暴力行為

■水漏れ

給排水設備の事故や他の戸室に生じた
事故による場合

■盗難

100万円限度
現金20万円、預貯金証書200万円限度

■床上浸水などの水害
■持ち出し家財の損害

日本国内の建物内に一時的に
持ち出された家財に生じた損害

■建物外部からの物体の飛来、落下

賠償責任
補
償

■個人賠償責任

■借家人賠償責任

自転車事故などで他人にケガを負わせ
法律上の損害賠償責任を負担した場合

火災などで住宅が損壊し大家さんに
対する法律上の損害賠償責任を負担
した場合

オプション

各種費用保険

孤独死による
「特殊清掃費用」と
「遺品整理費用」を補償
家主も請求できる場合があります。

■洗面台不測かつ
■給排水管凍結損害
■窓ガラス不測かつ
突発的事故修理費用
修理費用
突発的事故修理費用
30万円限度

■臨時費用

家財保険金の30％（100万円限度）

30万円限度

（解凍費用含む）10万円限度

■地震火災費用

家財総合補償保険金額の5%

■残存物取片づけ費用 ■修理費用
家財保険金の10％限度

■失火見舞費用

被災世帯数×20万円
（家財総合補償保険金額の20％限度）

100万円限度

3万円限度

■ドアロック盗難事故
交換費用
3万円限度

24時間ホームサポートサービスつき

■ドアロックいたずら
事故交換費用
■賃借・宿泊費用

家賃の3か月分または30万円の
いずれか低い額限度

■損害防止費用

カギあけ
サービス

［1回の事故につき60万円限度］
※遺品整理費用のみの損害は、
お支払いできません。

水まわり 給排水管・
サービス トイレOK

30分程度の
応急処置作業・出張料

無料

※このサービスは提携会社より提供します。
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お 知らせ

Information
ご注意ください！!

西日本レインズ

からのお知らせ

レインズ物件情報を
登録業者の承諾なく広告することは、規程により禁止されています。
違反した場合は流通機構の処分規程により
処分を受けることがあります。
※ここでいう広告とは、新聞やチラシ、インターネットなど、不特定多数に対する告知に限らず、サークル紙、企業紙、ダイレクト
メール、電子メールなど特定者に対する告知も含みます。

●広告掲載する物件情報は、
物件番号や
広告の承諾方法等を記録しておくこと

●広告内容が規制・規約等に
違反していないか確認すること。

物件の物件番号および承諾方法を記録してそれを適正に

に違反している場合、広告掲載した会員が違反の対象と

後のトラブルを未然に防止するためには、広告掲載する

管理することが必要です。

機構から照会があった場合に速やかに回答できる状態

にしておくことが必要です。

当該広告内容が不動産の表示に関する公正競争規約等

なりますので、広告掲載の前に規制・規約に沿っているか
どうかの調査・確認を行ってください。

「レインズ情報取り扱いガイドライン」は、西日本レインズのホームページに掲載されています。

このガイドラインは、機構から取得した物件情報・成約情報を適正に取り扱う為に必要なルールを定め、

機構の情報交換事業の適正な運用、会員間における円滑な取引および消費者の保護を図ることを目的とし
ています。ルールを守って円滑で消費者が安心できる取引をこころがけましょう。
〈レインズ情報取り扱いガイドライン
「B.物件情報の取り扱い」
より抜粋〉

【物件情報の広告掲載方法】

B-1. 広告掲載・宣伝告知等
会員は、物件情報を広告掲載・宣伝告知等する場合、
次の条件をともに満たす必要があります。
① 元付業者（登録業者）による書面での承諾を得ていること。
② 広告掲載物件の承諾方法と物件番号を適正に管理すること。

B-2. 依頼者への提示、提供
広告の掲載・宣伝告知等以外において物件情報を外部に開示
できるのは依頼者に対して提示・提供する場合のみとします。
その場合、次の条件を満たす必要があります。
① 依頼者の購入等の意向および条件の把握がなされていること。
② 会員が依頼者の意向および条件に沿って選択したうえで
提示・提供すること。

文書による承諾
NO

YES

広告する物件情報の管理
YES

広告OK

NO

広告NG

※「書面による承諾書の参考様式」は、西日本レインズのレインズ情報の適正な利用ページよりダウンロードできます。
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ハトマークサイト島根 リニューアルのお知らせ
1月15日(火)、ハトマークサイト島根がリニューアルしました。
協会サイトと物件検索サイトの2つに生まれ変わりました。

スマートフォンでの閲覧はこちらから

①協会サイト「島根宅建協会サイト」
協会からのお知らせ、書式・文書のダウンロードに特化したサイト
②物件検索サイト「ハトマークサイト島根」
消費者の使いやすさを重視した物件検索サイト

①島根宅建協会サイト

リニューアル後の画面

②ハトマークサイト島根

会員専用
入口

宅建協会
お知らせ
サイト

2月1日

から〜

パソコン会員
専用入口

消費者向け
物件検索
サイト

インターネット広告を掲載中です！

広告によるアクセス増加の可能性がありますので、ぜひ物件のご登録
をお願いいたします。

①島根宅建協会サイトについて
レスポンシブデザイン
パソコン・タブレット・スマートフォンなど、異
なる画面のサイズに応じてページの表示が自動的
に変わります。
各書式・協会からのお知らせに特化
ページを開いてすぐに「協会からのお知らせ」を
確認できるようになりました。
検索部分がなくなりお知らせに特化したことによ
り、知りたい情報を簡単に見つけることができま
す。

29
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手順1 会員専用入口をクリック

手順2 入りたい入口をクリック

書式ダウンロード
はこちら

物件登録はこちら

②ハトマークサイト島根について

物件検索サイト「ハトマークサイト島根」は、スマートフォンやタブレットなどでも検索しやすい
画面構成になるほか、地図・学校から探すなどの新機能も追加されます。

◆パソコン画面

◆スマートフォン

新機能
レスポンシブデザイン
スマートフォン・タブレットに
合わせ、ページのレイアウトが
自動で変わります。
便利なマイページ機能
メールアドレスを登録すると
無料でマイページを作成できます。
1. お気に入り
2. 閲覧履歴
3. 検索条件・マッチングメール
などを保存することができます

パソコン会員入口
(物件登録)

学校から検索
最寄りの小学校・中学校を指定
すると学校から検索できます。

※学校の登録がある物件のみ。
（登録する場合 物件からの距離は必須）
※登録は任意です。

◆マイページ機能

消費者が便利に物件探しをするための機能です。無料登録すると、お気に入り・閲覧履歴・検索条件を保
存することができます。条件に合った物件が登録された時に、マッチングメールが届きます。
お気に入り
お気に入り登録物件を確認できます。物件の♥マー
クをクリックで登録できます。(最大100件まで保存)

閲覧履歴
検索結果一覧から詳細画面を開いた物件の
履歴を確認できます。(最大100件まで保存)

検索条件・マッチングメール
物件一覧ページにある
「検索条件を保存」ボタンをクリ
ックすると、
「検索条件」が保存されます。次回よりワン
クリックで検索できます。(最大20件まで保存)
一覧画面で「メールを送る」にチェックをいれると、
条件に合った物件をメールでお知らせします。

消費者にとって便利で使いやすい物件検索サイトになるよう、さまざまな改修を予定しております！
決まりましたら会員様へ告知させていただきます。今後のお知らせをお待ちください。
【予定案件】価格変更お知らせメール、トップページにお気に入り物件・最近の検索条件の表示 など
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新 入 会 員 紹 介 （H31.2.1現在）
松江

商号又は名称
代

益田

表

株式会社アスタス

者

小林

孝文
孝文

専任取引士

小林

事務所所在地

〒692-0021

Ｔ

Ｅ

Ｌ

Ｆ

Ａ

Ｘ

商号又は名称

代

表

有限会社山下不動産サービス

者

山下

勇一
博子

専任取引士

山下

〒685-0006 隠岐郡隠岐の島町有木山崎23-6

0854-23-0006

Ｔ

Ｅ

Ｌ

08512-3-1570

0854-23-0005

Ｆ

Ａ

Ｘ

08512-3-1571

安来市新十神町122

有限会社佐々井測量調査
佐々井智惠子

専任取引士

佐々井智惠子

表

商号又は名称

事務所所在地

者

代

松江

事務所所在地

〒698-0041

Ｔ

Ｅ

Ｌ

益田市高津2-8-19

0856-24-2222

Ｆ

Ａ

Ｘ

0856-22-8806

会員数
松江

111

退

会

出雲

292名

86

大田

18

浜田

47

益田
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松江 西日本ホームＥＨＣ株式会社

有限会社エポック企画

益田 向井不動産

宅建協会会費納入についてのお知らせ
毎年、4月1日（前期）、10月1日（後期）時点で本会会員資格を有する会員の皆様に会費を納入いただいており
ます。
■会費は半期（前期・後期）に分けて納入いただいております。
■各種会費は 4 月 1 日（前期）、10 月 1 日（後期）現在の情報でご案内いたします。納入いただきました
会費は年度途中退会などされましても返還はできませんのでご了承ください。
■準会員数につきましては、4 月 1 日及び 10 月 1 日現在の本会に登録された従業員数をもとに算出されま
すので、従業者の変更届出をなされた際には速やかにご連絡ください。

開業するなら宅建協会へ

全国で約10万名の会員 県内宅建業者の約7割が加盟
安心で確実な不動産取引をハトマークはお約束します

①営業保証金（1,000万円）の供託に代わり弁済業務保証金分担金（60万円）を納付して営業を開始
できます。
②新規入会者に対するセミナーをはじめ、宅地建物取引業に従事する者及びこれから従事しようと
する者に対する研修会を実施し、会員の資質向上を図っています。
③広報誌の発行、法令改正等の情報提供、レインズシステム、ハトマークサイトなどの各種ネット
ワーク活用による広域的な情報の交流等、宅地業務に関する活動をサポートします。
④会員業者を守る宅建取引士賠償責任保証制度へ加入できます。

問い合わせ先（公社）
島根県宅地建物取引業協会

松江市寺町210-1 TEL.0852-23-6728 FAX.0852-21-8036
宅建協会ホームページ http://www.hato-web.or.jp

既存会員の皆様へ

皆様のお知り合いの方などで不動産業開業をご検討の方がいらっしゃいましたら是非、本会への入会を
お勧めいただきますようお願いいたします。

