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年頭のご挨拶

宅建業の発展と地域活性化を目指して
公益社団法人
会

島根県宅地建物取引業協会
長

神庭 日出男

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は島根版ハトマークグループビジョンを作成・スタートいたしました。引き続き、
皆様と目標に向けた継続的な取り組みを行っていきたいと思います。
さて、今年4月1日から新民法の施行により、売買においては「瑕疵担保責任」から「契
約不適合責任」への転換、賃貸においては家賃保証等、対応すべき課題が数多くあろう
かと思われます。
また、令和2年度の税制改正により低未利用土地の適切な利用管理を促進する為の特
例措置の創設がなされる予定です（特にこの新法は長年、全宅連が要望し続けた結果で
あり、成果が問われる案件であります）。
なお、国土交通省では賃貸管理業務の適正化に関する法制化に向けて準備されており
ます。
今年はいよいよ東京オリンピック開催の年です。その勢いに乗って会員の皆様と共に
業界の発展と地域活性化に努めて参りたいと存じます。
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活 動 報 告

Report
会務報告

令和元年度第3回理事会（令和元年12月16日）
・審議事項
1. 全宅連「会員報告基準」の改正に伴う本会の対応について
2. その他
・報告事項
1. 各種事業の実施状況等の報告
2. 協会入会誓約書の改正について
3. 台風19号災害への対応について
4. 業協会収支中間報告
5. 上部団体・関連団体の報告
6. 入会者報告
7. 会議行事予定
8. その他報告事項

令和元年度第2回情報提供委員会（令和元年9月24日）
1. ハトマークＰＲ活動の研究について
2. その他

令和元年度新規免許業者研修会開催

10月31日、本会会議室において、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、専任取引士様を含む10名の方にご出席いただきました。
まず始めに、ＤＶＤによる「調査説明義務について」の研修からはじまり、伊原綱紀指導委員長よ
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。
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活 動 報 告

Report
宅地建物取引士資格試験実施報告

令和元年10月20日、くにびきメッセ（松江）、いわみーる（浜田）の2会場にて「令和元年度宅地建物
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69名増の767名、受験者数は昨年より58名増の637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
一

般

受

験

者

登 録 講 習 修 了 者
計

結果報告
島
全

根

県

国

Ｒ1年

Ｈ30年

99

116

668
767

申込者数
Ｒ1年
Ｈ30年
767

276,019

相談役

698

265,444

582
698

TAKEN S HIM ANE

Ｒ1元年
542
95

637

前年度比
増（▲）減率
増（▲）減
69

10,575

浜松滋夫氏

本会相談役 浜松滋夫氏が、令和元年秋の叙勲
にて旭日双光章受勲の栄に浴されました。今回の
受勲は、多年にわたり宅地建物取引業に精励する
とともに、不動産業界や地域の発展に寄与され、他
の模範として活躍されていることが評価されたも
のです。
心からお祝い申し上げます。誠におめでとうご
ざいます。
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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
民法改正と売買契約書作成実務
〜売買契約書の条項を考える〜
講

師

開催日時

涼風法律事務所
弁護士 熊谷則一 氏

令和２年1月16日

2020年4月1日の改正民法の施行に伴い改訂
される契約書式について特約条項等の記載方
法など、例文をもとに解説いただきました。

出雲地区会場
知っておきたい所有者不明土地の取得や仲介
における必要知識
講

師 渡邊秀男不動産取引法実務研究所
渡邊秀男 氏

開催日時

令和元年9月19日

所有者の特定や、所有者の所在地把握の困難な
「所有者不明土地」が社会問題となっている昨
今、不動産業者として取り扱う機会が増えるで
あろう所有者不明土地の取得や仲介における
必要知識を、実例を交えながら詳しく解説いた
だきました。

大田地区会場
判例で学ぶ！契約不適合担保責任と仲介業者
の責任
講

師

開催日時

涼風法律事務所
弁護士 熊谷則一 氏

令和元年10月18日

「不動産の瑕疵を巡るトラブルをいかに回避す
るか」というテーマをもとに「契約不適合」や
「瑕疵」について、改正民法の下での考え方を実
際の裁判例を交え詳しく解説いただきました。

浜田地区会場
I T 重説＆ I T 内覧スタートアップ研修
講

師

開催日時

日本スキルズ㈱
ビジネスソリューション事業部
吉田貴司 氏

令和元年11月21日

ＩＴ重説実施のポイントと準備及びトレーニ
ングの方法をメインに、実際の録画録音可能な
無料で使用できるWEB会議ソフトを使用しな
がら接続体験やWEB会議のノウハウを解説い
ただきました。
TAKEN S HIM ANE
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活 動 報 告

Report
益田地区会場
①賃貸管理に係る民法
（債権法）
改正のポイント
講

師

開催日時

佐藤貴美法律事務所
弁護士 佐藤貴美 氏

令和元年9月12日

2020年4月1日の改正民法の施行に伴う賃貸管
理に与える影響と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重要なポイントについ
て、詳しく解説いただきました。

②借地の諸問題
講

師

開催日時

武市法律事務所
弁護士 武市吉生 氏

令和2年1月24日

借地権の「設定」から「終了」までの一通りの場面
について、どんな場面でどのような問題が生じ、
また、それに対して宅建業者としてどのように対
処すべきかを詳しく解説いただきました。

東部・西部地区会場
民法改正でココが変わる ! !
講

師

深沢綜合法律事務所 弁護士 髙川佳子 氏

2020年4月1日に約120年ぶりとなる民法の大改正に伴い、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全宅連作成の解説ガイドブック等を使用
し、詳しく解説いただきま
した。
なお、全宅連作成のガイ
ドブックは全宅連ＨＰ（会
員専用ページ）にも掲載さ
れております。本会会員の
皆様には本ガイドブックを
ご熟読いただき、民法改正
に備え、万全な対応で業務
をおこなっていただきます
ようお願いいたします。

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

Membership To everyone
国土交通省より
お知らせ

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引
業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる
報酬の額の改正について

令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が10％に引き上げられたことに伴い、宅地建物取引
業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額（昭和45年建設省告示第1552号。
以下「報酬告示」という。）について改正を行うとともに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成
13年国土交通省総動発第3号。以下「ガイドライン」という。）についても改正されております。会員皆様に
は令和元年9月に既にご案内しており、ご承知のことと存じますが、再度お知らせいたします。
令和元年10月1日からの消費税率の引上げに伴い「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け
ることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号。
「報酬告示」という)及び「宅地建物取引業法の解
釈・運用の考え方」(平成13年国土交通省総動発第3号。
「ガイドライン」という)について所要の改正を行なう。

〇報酬告示の改正内容
【第二】
二百万円以下の金額
百分の五・四
→
百分の五・五
二百万円を超え四百万円以下の金額
百分の四・三二
→
百分の四・四
四百万円を超える金額
百分の三・二四
→
百分の三・三
【第四】
借賃の一月分の一・〇八倍に相当する金額
→
一・一倍
借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額
→
〇・五五倍
【第五】
借賃の一月分の一・〇八倍に相当する金額
→
一・一倍 ※２箇所
【第七】
十八万円の一・〇八倍に相当する金額
→
一・一倍
【第九】
算出した額に百八分の百を乗じて得た金額
→
百十分の百
※社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律における
消費税率の経過措置の適用を受ける代理・媒介契約が一部想定されるため、
所要の経過措置を設けることとする。

〇ガイドラインの改正内容
【第46条第1項関係】
1 告示の運用について
（2）告示第三関係①
200万円以下の金額
100分の10.8
→
100分の11
200万円を超え400万円以下の金額
100分の8.64
→
100分の8.8
400万円を超える金額
100分の6.48
→
100分の6.6
（3）告示第四関係⑤
借賃の1月分の0.54倍に相当する金額
→
0.55倍
借賃の1月分の1.08倍に相当する金額
→
1.1倍
（4）告示第五関係
借賃の1月分の1.08倍に相当する金額
→
1.1倍
5 消費税額の免税事業者の仕入れに係る消費税の円滑かつ適正な転嫁について
108分の100を乗じて得た額
→
110分の100

税抜金額の0.032倍を限度とする

→

0.04倍

〜宅建協会ＨＰ「島根県会員専用ページ」の契約書表紙裏の報酬規定も改訂となります〜
本会ＨＰ「島根県会員専用ページ」に記載されている契約書表紙裏の報酬規定も上記改正に伴い令和元年
10月1日より改訂されております。詳しくは本会ＨＰをご確認ください。
◇本会ＨＰ → 会員専用→島根県会員入口 → 契約書式 → ID･パスワード
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

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を
図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
宅地建物取引業法施行規則等の改正について

成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に
伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について、及び「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請
等について」の一部改正について通知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

国土交通省より
お知らせ

https://www.zentaku.or.jp/news/4283/

大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる
品質管理の高度化指針の策定について

平成30年4月以降に判明した、共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない仕様となっ
ている事案等の発覚を受けて、
「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」が設置され、再
発防止策等が検討され、今年8月にとりまとめが出されました。
当該とりまとめを受けて、規格化賃貸共同住宅供給事業者の設計業務及び工事監理に関する業務を対象
として、
「大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の高度化指針」を今般、国土交
通省が策定し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/4309/

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な
転嫁について

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、令和元年7月にすでにご案内
のとおりですが、今般、不動産業者等に対して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税
の転嫁を阻害する行為の税制等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）に基づき、同法第３条
第１号後段（買いたたき）の規定に違反する行為があったとして、同法第６条第１項に基づく勧告が
なされました。
この件に関し、今般国土交通省より傘下会員に対し、今般の勧告について周知するとともに、不動産
取引等における消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意喚起を行っていただく旨の依頼
がござい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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お 知らせ

Membership To everyone
全宅連より
お知らせ

民法（債権法）改正に対応した全宅連策定契約書の
公開について

令和2年4月の改正民法（債権法）施行されることに伴い、全宅連ＨＰにて改訂版契約書式が公開され
ておりますのでご案内いたします。
なお、民法改正の施工日は令和2年4月1日であり、改訂版書式を直ちに使用しなければならないも
のではありません。
詳しくは全宅連ＨＰをご確認ください

島根県より
お知らせ

https://www.zentaku.or.jp/news/4325/

島根県手数料条例の一部改正について

島根県手数料条例につきまして、使用料、手数料等の改定等に関する条例（平成31年3月8日付け島根県
条例第1号）により改正し令和元年10月1日より施行しておりますのでお知らせいたします。
詳しくは本会ＨＰをご確認ください

国土交通省より
お知らせ

https://www.hato-web.or.jp/kyoukai/news-general/2019/10/443/

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法
施行規則等の一部改正について

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において宅地建物取引
業法が一部改正され、令和2年4月1日より施行されます。これに伴い宅地建物取引業法施行規則及
び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）が改正され、同日より施行されることと
なり、今般国土交通省より周知依頼がござい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/4482/

TAKEN S HIM ANE

8

お 知らせ

Membership To everyone
「本人確認のデジタル化・厳格化の推進」に係る
要請について

国土交通省より
お知らせ

国において、令和元年6月のデジタル・ガバメント閣僚会議において決定された「マイナンバーカー
ドの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」等における考えを具体化するための政府の
施策の一つとして、金融機関において、マイナンバーカード（公的個人認証サービス）を用いて容易
にオンラインで本人確認手続きを行うことができる環境を整備するための取組みを進めることと
なっております。
こうしたマイナンバーカードの普及促進に向けた取組の一環として、デジタル技術による本人確認
手段等の確保及び本人確認のデジタル化・厳格化の推進について、関係業界団体に対して要請する
よう、今般国土交通省及び内閣官房より依頼がござい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/4468/

新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
（協力依頼）

令和2年度税制改正の大綱が決定され、その中で新築住宅に係る固定資産税の減額措置の期限延長が
決定したところですが、今般国土交通省より、本特例措置を住宅購入者に正しく理解していただくための
周知の協力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

国土交通省・
厚生労働省より
お知らせ

https://www.zentaku.or.jp/news/4451/

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の
適用に向けた周知等について（依頼）

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」)が平成31年4月1
日から順次施行されており、働き方改革関連法による改正後の労働基準法に基づく時間外労働の上限規
制が、原則月45時間以内・年360時間以内となり、令和2年4月1日から中小企業・小規模事業者にも適用
されることになります。
本件に関し、36協定の締結・届出の有無や内容の確認など、周知等の依頼がございましたので、お知らせ
いたします。
詳しくは本会ＨＰをご確認ください
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https://www.hato-web.or.jp/kyoukai/news-general/2020/01/510/

お 知らせ

Membership To everyone
全宅連より
お知らせ

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

不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、相談員による無料電話相談を
実施しています！！

毎週 月、火、木、金曜日（午後１時〜午後４時30分）
開催日時

※祝日・年末年始・お盆期間・ＧＷを除く
※相談員の体調不良等やむを得ない事情により、急遽中止となる場合があるこ
とをご了承ください。

ご 相 談
いただける
内
容

不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について
お受けいたします。
実務に精通した相談員が対応いたします

連

０３−５８２１−８１１３ までお電話ください。

絡

先

※取引上のトラブル等については、お受けできませんのでご了承ください。

利用上の注意事項
・相談にあたり、企業名・相談者氏名・連絡先を必ずご提示ください。
・多数の方からの相談に応じさせていただきますので、原則１相談15分を目途とさせていただきます。質問をされ
る場合は、あらかじめ質問事項を整理のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
・直接ご来館、文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答しておりません。
・対応に当たる相談員や事務局職員等への暴言・威嚇等・円滑公正な相談業務の運営を阻害する恐れのある行為は
厳に慎んでください。
・相談者が注意事項に違反した場合や、相談員・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただ
く場合があります。
・相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
・示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
・弁護士等のあっ旋は行いません。
・裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
・企業内の事件（雇用関係等）、営業上の相談はお受けできません。
・法令・公序良俗に反する相談については、お受けできません。
・宅地建物取引業法第64条の５第１項の規定に基づく苦情を申し出た相談・同法第64条の８第２項の規定に基づく
認証を申出た相談及びその可能性があるものについては、お受けできません。
・本相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実
際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
・回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる
損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。

TAKEN S HIM ANE

10

お 知らせ

Membership To everyone
国土交通省より
お知らせ

おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

宅地建物取引業法第32条により禁止されている、
「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚
偽広告」については、昨今、マスコミ等でも採り上げられるなど社会的非難を受けております。
今般、
「おとり広告」の禁止に関する注意喚起について、国土交通省より周知依頼がありましたのでお知
らせします。
１

顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売
しようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」
については、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号。以下「法」という。）第32条
の規定により禁止されています。（「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」（平成13年
1月6日国土交通省総動発第3号））
また、これらの広告は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第5
条第3号（同号の規定により指定された「不動産のおとり広告に関する表示」昭和55年
公正取引委員会告示第14号））及び不動産の表示に関する公正競争規約（平成17年公正
取引委員会告示第23号）第21条においても禁止されているところです。

２

具体的には、例えば、実際には取引する意思のない物件を、顧客を集めるために、合
理的な根拠なく「相場より安い賃料・価格」等の好条件で広告して顧客を誘引（来店等
を促す行為）した上で、他者による成約や突然の雨漏りが生じた等を理由に、他の物件
を紹介・案内することは「おとり広告」に該当します。

３

成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を継
続して掲載することや、広告掲載当初から成約済みの物件を掲載する場合も、故意・過
失を問わず「おとり広告」に該当します。

４

また、他の物件情報等をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんす
ること等、実際には存在しない物件を広告することは「虚偽広告」に該当します。

５

各宅地建物取引業者においては、上記を踏まえ、広告の適正化に一層取り組むとともに、
宅地建物取引業を始めとする関係法令の遵守の徹底をお願いします。

次頁の参考もご確認ください！！
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お 知らせ

Membership To everyone
参

考

（昭和27年法律第176号）
宅地建物取引業法（抄）

［誇大広告等の禁止］

第32条
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、
形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価
の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の賃借のあっせんについて、著し
く事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させ
るような表示をしてはならない。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成13年1月6日国土交通省総動発第3号）
第32条関係
1.「誇大広告等」について
「誇大広告等」とは、本条において規定されるところであるが、顧客を集めるために売る意思のな
い条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」及び
実際には存在しない物件等の「虚偽広告」についても本状の適用があるものとする。

（昭和37年法律第134号）
不当景品類及び不当表示防止法（抄）

［不当な表示の禁止］

第５条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をして
はならない。
一・二（略）
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるお
それがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する
おそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

不動産のおとり広告に関する表示（昭和55年公正取引委員会告示第14号）
自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次の各号の一に掲げる表示
一 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産につい
ての表示
二 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての
表示
三 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示

（平成17年公正取引委員会告示第23号）
不動産の表示に関する公正競争規約（抄）

［おとり広告］

第21条
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
（1）物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
（2）物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
（3）物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

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

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
て届出がなされていないなど、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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お 知らせ

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、事業譲渡（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。

TAKEN S HIM ANE
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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！
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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！

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。

TAKEN S HIM ANE
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最 近 の
判例から
土壌汚染

売主に対する瑕疵担保特約に基づく自然由来の
汚染土壌除去費用の請求が認められた事例
（東京地判 平成28・11・25

ウエストロー・ジャパン）三輪

正道

マンション建築目的の買主が、環境基準を

XとY1らは平成25年2月に売買代金を3億

超える汚染土壌の除去費用を売主に請求した

8131万円余に変更する旨合意し、Xは売買代金

ところ、汚染は自然由来であり除去等の必要は

を支払い、Y1らは本件土地を引き渡すととも

ない等と売主がこれを争った事案において、売

に、Xは所有権移転登記手続をした。

買契約の瑕疵担保条項は自然由来の砒素を除

Xは、平成25年7月にマンション分譲事業を

外する趣旨は認められない等として買主の請求

営む法人のZ（補助参加人）に本件土地を売買

を全部認容した事例（東京地裁 平成28年11月

し、Zへの所有権移転登記手続がされた。

25日判決 ウエストロー・ジャパン）

Xは、平成25年8月にZから本件土地の土壌
汚染調査の結果、砒素が発見された旨の連絡

1

事案の概要

平成24年9月、ビル及びアパートの賃貸・売

を受け、Y1らとその対策を協議したが、Y1らは
土壌汚染対策の必要はないと主張した。

買等を営む法人Y1（被告）と同社代表取締役で

Xは、Zから、土壌汚染対策費用2971万円余

あるY2（被告）は、Y1所有の土地について、建

の支払いを求められたため、平成26年3月にY1

設、不動産事業等を営む法人X（原告）と売買

らに対し同額の支払いを請求したが、Y1らは請

代金3億6038万円余で売買契約を締結した。

求に応じられない旨回答したため、Xは、Y1らに

売買契約書には、①中高層共同住宅建設の

対し、賠償金2971万円余とこれに対する瑕疵

ため、X側の土壌汚染調査実施をY1らが承諾す

担保責任の履行を請求した日の後から支払済

ること、②土壌汚染調査の結果、環境省の環境

までの商事法定利率年6％の割合による遅延

基準及び自治体の指導基準を上回る土壌汚染

損害金の支払いを求め提訴した。

があった場合、Y1らが本件土地の引渡日までに
土壌改良又は除去により同基準値以下として
その引渡しを行い、その費用が5000万円を超
える場合には当事者間で協議し、協議が整わ
ない場合は、本件売買契約が解除できること、

判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xの請求を全

部認容した。
（自然由来の有害物質の取扱い）

③隠れた瑕疵があったとき又は第三者から故

Xは、不動産取引について相応の知識を有し

障の届出があったときは、Y1らが全責任を負っ

ていたY1らに対し、本件土地から自然由来の砒

てこれを引き受け処理する旨等が記載されてい

素が出る可能性があるため調査が必要であり、

た。

砒素が出た場合には、条例に抵触し、残土の処

XとY1らは、同年12月に変更契約を締結し、
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2

理費用がかさむことを説明し、それを前提に、

瑕疵担保責任について、Y1らが責任を負う期

その対策費用や本件売買契約における瑕疵担

間を引渡しの時から2年間に限り、隠れた瑕疵

保条項を協議したと認められる。また、本件土

のうち、土壌汚染についてY1らの負担上限額を

地が所在する市では、土壌汚染対策法を指導

5000万円とする旨を定めた。

基準としているところ、平成22年4月1日施行の

TAKEN S HIM ANE

最 近 の
判例から

土壌汚染対策法の一部を改正する法律による

務を負うのであるから、商法511条により、その

改正後の同法においては、汚染土壌の搬出及

債務を各自連帯して負担することになる。

び運搬並びに処理に関する規制が創設され、

（Xの土壌汚染調査義務等）

その規制の対象について、自然由来の有害物

⑴

質かどうかによる区別をしていない。このため、

本件売買契約を締結し、Xが土壌汚染調査を事

X及びY1らは、本件瑕疵担保条項において、自

前に実施しない代わりに本件瑕疵担保条項を

然由来の砒素を除外する趣旨であったとは認め

設けたのであり、Xが事前に土壌汚染調査をす

られず、Y1らの主張は認められない。

る義務に違反したとはいえない。

（土壌汚染対策費の妥当性）
⑴

XとY1らは、Y1らの意向を踏まえた上で、

⑵

XがZに転売したことを、XがY1らから責め

Zは、土壌汚染対策のために改良工事会社

られるいわれはなく、ZによるXに対する瑕疵

から見積り提示を受けた後、更に再見積り依頼

担保責任の追及に理由があり、XがY1らに同

をし、その結果、当初より減額された、その内容

様の請求をすることも信義則違反の問題が生

通りに施工されたと認められる。改良工事も深

じる余地はなく、Y1らの主張は理由がない。

度調査を踏まえ、範囲が限定されていたことか
らすると、改良工事は汚染除去に必要な範囲の
ものであり、その費用額も相当な範囲のものと

3

まとめ

分譲マンションの建築を目的とする買主にお

認められる。

いて、土地に環境基準を超える汚染がある場

⑵

砒素の溶出量はわずかな基準不適合とい

合、その除去等には汚染由来にかかわらず処理

う程度であり、原位置封じ込め等の別の対策を

費用がかかることから、本件のように土壌汚染

講じることができたとY1らは主張するが、マン

の由来にかかわらず、売主の担保責任とする特

ションの基礎工事では、掘削土を場外に出す根

約を設けることが多く、本件判決の結論は妥当

切り工事が必要であり、Y1らが主張する対策は

なものと考えられる。

現実性がなく、Y1らの主張は採用できない。
（債務の連帯性）

本件と同様に、売主の土壌汚染に係る瑕疵
担保責任が認められた事例としては、例えば、

Y1らは、本件土地全体の売買に関して、売主

売主がマンション建築目的の買主の土壌汚染

として合意し、その所有物件ごとに売主を区別

対策費用の請求を拒んで敗訴し、法定利息も支

したり、売買代金を区分していないことが認め

払うこととなった事例（東 京地判 平27・6・

られ、Y1らは共同の売主として本件売買契約を

18）、瑕疵担保条項により自然由来の砒素につ

締結したものといえ、Y1は不動産の賃貸・管理

いて買主の契約解除を認めた事例（名古屋高

業を営む商人であるから、本件売買契約はY1の

判 平29・8・31 ）がある。

ために商行為となる行為である。従って、Y1ら

（調査研究部調査役）

は、Y1のために商行為となる本件売買契約を
共同で締結し、当該契約に基づき損害賠償債
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最 近 の
判例から
瑕疵担保
責任

築後50年以上経過したリノベーション建物の瑕疵に
ついて争われた事例
（東京地判 平30・7・20

ウエストロー・ジャパン）宝満

哲也

売主業者が築後50年以上経過した土地建

下地が雨漏りにより無くなっていること及び破

物を購入し、大 規模なリノベーション工事を

風板が腐っていることなどを指摘し、本件建物

行って買主に売却したところ、建物に隠れた瑕

に隠れたる瑕疵があるとして、損害賠償金427

疵があったとして損害賠償を求めた事案におい

万円余を求める旨通知した。

て、建物の屋根庇の軒先から軒裏にかけての

これに対し、Yは、平成28年1月付回答書によ

部分の腐食について瑕疵と認め、その他につい

り、Xの代理人弁護士に対し、本件建物にはY

ては瑕疵を否定し、損害賠償額について調停

がXに対して損害賠償を負うべき瑕疵は存在し

委員会の算定額をもって認めた事例（東京地裁

ない旨を回答した。

平成30年7月20日判決 ウエストロー・ジャパ
ン）

その後、本件は平成28年8月に調停に付さ
れ、
平成29年6月に調停委員会による現地調査
が実施されたが、
同年9月に不成立で終了した。

1

事案の概要

Y（被告：宅建業者）は売主A（個人：消費者）

そして、同年11月に再度調停に付され、同年
12月に調停案が当事者に提示されたが、不成

より、平成26年8月に瑕疵担保責任免責によ

立で終了したため、XがYに金427万円余の損

り、本件土地建物を購入した。

害賠償を求める本件訴訟を提起した。

Yは、平成26年10月頃から同年12月頃まで
の間、本件建物に設備・水回り・電気・内外装等
の大規模なリノベーション工事を行なった。
X（原告：個人）とYは、平成26年11月に本件
土地建物の売買契約を売買代金1,950万円
（土地代金1,572万円、建物代金378万円）で締
結した。

判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、XのYに対する

請求を一部認容した。
（隠れたる瑕疵の有無）
認定事実及び調停委員会の意見書によれ
ば、本件建物は、昭和35年新築の中古物件で

Yは、Xに同日付の重要事項説明で瑕疵担保

はあるものの、本契約が締結される直前に、設

責任による解除の説明を行ったが、本件建物が

備・水回り・電気・内外装等について大規模なリ

中古物件であることによる不具合及び修繕の

ノベーション工事が行われていること、本契約

必要性等についての説明は行わなかった。

の売買代金のうち本件建物の売買代金は378

その後、Yは、Xに対し、平成26年12月に本件
土地建物を引渡した。
Xは、平成27年7月に、工事業者Bとの間で、

万円であり、築50年以上の建物としては高額で
あること、YはXに対し、瑕疵担保責任を負担し
ていることから、本件建物は現状有姿で売買さ

本件建物に関して雨樋、金具の取外し及び取付

れたのではなく、社会通念に照らし、少なくとも

け工事の請負契約を締結した。

住宅としての最低限の基準を満たす品質・性能

Xは、平成27年9月に代理人弁護士を通じ
て、同月16日付通知書により、Yに対し、屋根の
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を有するものとして売買されたとみるのが相当
である。

最 近 の
判例から

認定事実、調停委員会の意見書等によれば、

する場合に要する費用について、193万円余と

Xの主張する「隠れた瑕疵」については、以下の

算定しているところ、
この算定額は、
中立的な立

アからオまでのとおりと認められる。

場の調停委員会が専門的知見に基づいて算定

ア

床下：床下通気口が1箇所ではなく、床下

したものであるから、
相当なものと認められる。

に空気の流れがあることを確認されたことか

また、Xは、一級建築士に調査を依頼し、調

ら、Xが主張する床下通気口の状態は「瑕

査費用として10万円余を支出したことが認め

疵」には当たらない。

られるところ、前記調査のうち、前記で認定し

イ

た瑕疵に係る部分の調査については、その存在

にかけての部分（鼻隠し部分。リノベーション

を明らかにするために有益であったといえるか

工事は行われていない。）における、本件建物

ら、前記調査費用のうち、5万円の限度で、前記

の全周にわたっての腐食は、
「隠れた瑕疵」に

瑕疵と相当因果関係のある損害と認めるのが

当たる。

相当である。

ウ

屋根：本件建物の屋根庇の軒先から軒裏

洗面室：洗面室のサッシが開閉できない
点及び照明器具がわずかに光る程度にしか

以上によれば、損害額は、前記の合計額であ
る198万円余となる。

点灯しない点については、Xが本件建物引渡
し時に確認できた事項であるといえるから、
「隠れた瑕疵」には当たらない。
他方、本件建物の洗面室の周囲の雨漏り
は、
「隠れた瑕疵」に当たる。

3

まとめ

本判決は、宅建業者が築50年以上経過した

建物を売主（個人：消費者）から買取り、大規模
なリノベーション工事を実施した上で、買主（個

トイレ：トイレのドアの閉まりが悪い点に

人：消費者）へ売却したところ、引渡後に鼻隠し

ついては、Xが本件建物引渡し時に確認でき

部分の腐食が発見されたため、買主が瑕疵担

た事項であるといえるから、
「隠れた瑕疵」に

保責任に基づく損害賠 償を売主業者に請求

は当たらない。

し、その請求が一部認められたものである。

エ

室内階段：室内階段の手すりの高さが階段

宅建業者が自ら売主となり、土地建物を居

と合っていない点及び手すり受け金物が取り

住目的の個人（消費者）に売却する場合は、建

付けられていない点については、Xが本件建

物の築年数にかかわらず、売買契約において瑕

物引渡し時に確認できた事項であるから、

疵担保責任を負う義務があるため（宅地建物

オ

「隠れた瑕疵」には当たらない。なお、留め付

取引業法40条）、建物調査を行い、買主の目的

けビスに緩い箇所がある点については、不具

に応じた品質・性能を満たす状態まで工事を行

合ではあるものの、軽微なものであるから

い売却するか、そうでないなら、建物を解体し

「瑕疵」に当たるとまではいえない。
（損害賠償額）
調停委員会は、前記で認定した瑕疵を補修

て土地で売却するか等について慎重に判断す
ることが重要である。
（調査研究部調査役）

TAKEN S HIM ANE

20

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13日㈮ 4月10日㈮ 5月 8日㈮
6 12日㈮ 7月10日㈮ 8月 7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：https://www.hato-web.or.jp/kyoukai/
①
「会員専用入口」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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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

TAKEN S HIM ANE
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中国地区不動産公正取引協議会では、
平成25年6月21日

ご注意
い
くださ

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

Ｅ社の事例

対象広告 不動産情報サイト 対象物件 一棟売りアパート

表示「１棟アパート
価格１億80万円
164.55㎡

木造

〇〇駅徒歩

新築（予定）アパート

土地面積118.26㎡

販売

にはＥ社自らが専任媒介業者として関与したもので

建物面積

あり、
Ｅ社はこの物件を基に、
新築一棟売りアパート

築年月2017年04月（新築）

専任媒介

更新日2017／05／28

いため取引することができない「おとり広告」
（架空

次回更新予定日2017／08／24」等と記載するとと
もに、間取り図、建物外観写真を掲載（2017年5月
31日時点の掲載広告を対象）
万円）
として既に契約済みであり、
しかも、
この取引

㎡

提案型土地分譲

7,380万円

規物件として掲載した
「おとり広告」
であった。

て、売主が売地（6,080万円）として取引しようとし

建物面積92.47

ているものをF社が新築住宅の広告に捏造したも

築年月2017年4月（新

のであって、実際には、存在しないため取引するこ

築） 建築確認番号16UDI〇〇〇〇
日2016／10／09

仲介

登録

有効期限2016／12／12」等と

記載（2016年11月29日時点の掲載広告を対象）
事実 表示の建築確認番号は、架空の番号であっ

Ｇ社の事例
地面積52.07㎡

とができない「おとり広告」
（架空物件）である。
この物件のほか新築住宅6物件を調査したが、い
ずれもこの物件同様、売地を新築住宅の広告に捏
造した架空物件であった。

対象広告 不動産情報サイト 対象物件 新築住宅

表示 「新築一戸建て
媒介

にもかかわらず、
その3か月から１年以上経過後に新

〇〇駅

3LDK

土地面積114.43㎡

17分

このほか新築一棟売りアパート9物件を調査した

対象広告 不動産情報サイト 対象物件 新築住宅

表示「新築一戸建て
徒歩5分

物件）
である。
が、
このうち8物件は、
既に契約済みで取引できない

事実 この物件は、2016年9月10日に売地（5,550

Ｆ社の事例

の広告を捏造したものであって、
実際には、
存在しな

4,580万円

建物面積84.97㎡

3LDK

土

〇〇駅徒歩

建築確認番号第H29SHC〇〇〇〇

このほか、新築住宅8物件を調査したが、いずれ
も架空物件であった。
その理由として、G社の代表者は、
「社員がアルバ

号

情報公開日2017年6月30日

次回更新予定

イトスタッフに不動産情報サイトへの物件情報の入

日

2017年7月14日」等と記載（2017年7月12日時

力の仕方を教えていたところ、練習として入力した

点の掲載広告を対象）
事実 この物件は、実際には存在しないため取引で

架空の物件情報が誤って掲載されたものである。」
と述べているが、信憑性はないと考えられる。

きない「おとり広告」
（架空物件）である。

TAKEN S HIM ANE
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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。

後のトラブルを未然に防止するためには、広告掲載する物件
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に違
反している場合、広告掲載した会員が違反の対象となりますの
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。

❖物件登録及び成約報告の徹底について
■専任
（専属専任含む）
媒介契約を締結した時、
レインズへ物件登録が義務付けられています。
（宅建業法第34条２）
専任媒介……締結後、
１週間以内にレインズへ登録

（いずれも休業日を除く。
）
専属専任媒介…締結後、
５日以内にレインズへ登録

■成約報告義務（宅建業法第34条の２第７項）

専属専任媒介契約または専任媒介契約を締結し、指定流通機構に物件情報を登録した媒介業者には，売買又は交換の
契約が成立した時は、宅地建物取引業法第34条2第７項及び同施行規則第15条の11の規定により成約情報の通知を指定
流通機構に通知しなければなりませんが、IP型レインズシステム導入後、登録物件数は飛躍的に伸びておりますが、成約情
報の履行業務がなされておりません。
成約情報の有効活用をより実効あるものにするため、FAX会員様は成約報告の通知を県協会までご報告下さい。またパ
ソコン会員様は成約情報の入力を行なっていただきますようお願いいたします。

TAKEN S HIM ANE
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令 和 ２ 年度

法定講習会 のお知らせ

宅地建物 取 引 士

に開催します︒

島根県宅建協会は法定講習を

7月・1月

法定講習会は島根県宅建協会で

受講しましょう！

全日協会からも開催通知が届きますが︑有効期限が近づいた宅建士の方

には︑必ず当協会から郵送でご案内いたしますので︑当協会が主催する

法定講演会を受講して下さい︒

有効期限の

来年度の日程は、
決定次第ホームページ
にて掲載します。

6か月前から受講できます
※試験合格１年以内の方を除き、宅建士の
業務に従事しようとする方
※宅建士証の更新をしようとする方
（期限の６か月前から受講できます）

受講案内請求・お問合せ

（公社）島根県宅地建物取引業協会

29

TAKEN S HIM ANE

TEL

0852-23-6728

︵キリトリ︶
TAKEN S HIM ANE
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株式会社 宅建ファミリー共済

人と住まいをつなぎます。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 賛助会員
一般社団法人 全 国 賃 貸 不 動 産 管 理 業 協 会 賛助会員

賃貸物件の火災保険のことなら

宅建ファミリー共済
宅建ファミリ
共済 に
おまかせください!!
代理店募集のご案内
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。
。
●
●2008年4月に営業を開始し、現在では全国8,150店を超える代理店
（2019年3月現在）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。

︵キリトリ︶

●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。

会員様がご納得いただける
『安心・簡単・便利』をご提供します!

安心

宅建ファミリー共済だけ!
1 「ハトマーク」
がついた保険
2 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 賛助会員
3 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 賛助会員

簡単

便利

人と住まいをつなぎます。

事務処理が簡単。パソコンが苦手な方も安心！
申込方法は『FAX』または『パソコン』から
お選びいただけます。
保険契約証兼保険料領収証をその場で発券できます。

FAXで

パソコンで

事務に関するお問い合わせは、
365日
【平日・土日・祝日】
9時〜20時までオペレーターが対応します。
販売にあたってノルマはありません。
宅建ファミリー共済の充実した補償内容! 裏面をご覧ください

TAKEN S HIM ANE
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取扱商品・充実の補償内容
（家財補償・借家人賠償・個人賠償）

新住宅用賃貸総合補償保険

■賃貸住宅での孤独死による
特殊清掃費用を補償

新ハトマーク補償

（

1事故につき
30万円限度

住宅用

■ 不測かつ突発的な
事故による
窓ガラス
（熱割れ）
・洗面台・
便器・浴槽の修理費用を補償

）

■孤独死事故の保険金の請求は
住宅の大家さんからもできます!

新住宅用賃貸総合補償保険（住宅内入居者死亡費用拡大特約セット）

新ハトマーク補償ワイド

■入居者の死亡による
遺品整理費用を補償
（1事故につき50万円限度）

上記 新ハトマーク補償 の補償内容に加えて
ここも

■ 賃貸住宅での孤独死による
特殊清掃費用の限度額引き上げ

遺品整理費用については

注目! 病院など住宅外でお亡くなりに
なった場合でも補償します

（1事故につき50万円限度）

︵キリトリ︶

新事業用賃貸総合補償保険

事業用

新 ハト マークテナント補償
■ 設備・備品等を補償、保険金は再調達価額でのお支払い
■ 小規模の事務所・店舗にあったプランを設定、
よりお客様にあわせた提案が可能になります

すべてのプランが

24時間ホームサポートサービス つき
※このサービスは提携会社より提供します。

30分程度の
応急処置作業・出張料

カギあけサービス
水まわりサービス

無料

給排水管・
トイレOK

※チラシの補償内容および事務処理は概要を記載したもので、詳細についてはお気軽にお問合せください。

詳しい資料のご請求は
Web 、FAX
または お電話 で!

http://www.takken-fk.co.jp

ＦＡＸの場合はFAX用記入欄に
必要事項をご記入のうえ送信してください。

FAX

03
（3262）
8600
ご担当者名

送付先住所

FAX用 記 入 欄

貴社名

フリガナ

（〒

ホームページ

-

［個人情報の取扱いについて］
本書面により取得した個人情報について、個人情報保護法及び関連するその他法令・規範を遵守し、
代理店委託契約の説明及び確認以外の目的には使用いたしません。
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検索

お電話の場合は、下記
（宅建ファミリー共済 営業部/
平日9時〜17時受付）
までご連絡ください。

TEL

03
（3234）
1151

フリガナ

）

宅建ファミリー共済

様

電 話

（

）

FAX

（

）

損害保険代理店を
している

は い

少額短期保険代理店を
している

は い

株式会社 宅建ファミリー共済
東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル7F

新 入 会 員 紹 介 （R2.2.1現在）
出雲

商号又は名称
代

退

表

来間地所合同会社

者

来間

敏彦
瑞枝

専任取引士

永井

事務所所在地
Ｔ

Ｅ

Ｌ

Ｆ

Ａ

Ｘ

出雲

商号又は名称
代

表

者

有限会社ワーク商事
中林

尚寿
逸子

専任取引士

岸

〒699-0024 出雲市斐川町上直江2139-139

事務所所在地

〒693-0058

0853-72-5875

Ｔ

Ｅ

Ｌ

0853-23-2024

0853-72-3025

Ｆ

Ａ

Ｘ

0853-24-2726

出雲市矢野町815

支店増設

会

出雲 有限会社ＪＡワークサポート

松江

株式会社中村組

商号又は名称
者

石田

海翔

専任取引士

山根

与和

事務所所在地

〒690-0825

Ｔ

Ｅ

Ｌ

0852-20-6670

Ｆ

Ａ

Ｘ

0852-26-2550

代

支店廃止
松江 株式会社レテック松江店

株式会社アスタス安来店

タマホーム株式会社松江店

表

松江市学園2-29-15

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。
TAKEN S HIM ANE
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