
シリーズ 長崎県内の文化財
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昭和１２年に建設された大型木造瓦葺洋館で、今日最後に残
された九州一の木造公共施設として貴重な存在である点が
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新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様方におかれましては、ご家族の皆様とともに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、旧年中は多大なるご支援、ご協力を賜り、誠に有難く御礼申し上げます。

日本経済は膨大な財政赤字を抱えている上に、昨年は東日本大震災、台風による集

中豪雨、タイの大洪水など様々な苦難に襲われ、更に福島原発の事故に伴う電力不足、

７５円台まで進んだ長引く円高などで深刻な影響を受けました。今年は災害の復旧や日

本経済の早急な回復を願わずにはいられないところです。

このような状況の下、全宅連及び各都道府県協会は公益社団法人移行認定を目指し、

内部改革や認定審議会との度重なる折衝を踏まえ、昨年末で十数の協会が認定申請を

行い、既に認定答申が出ている協会もあります。今年はさらに４月１日の新法人発足

に向け公益法人改革が進展することでしょう。

当協会も平成２２年５月の総会において公益社団法人への移行が決議され、昨年５月

には認定申請計画が承認されました。それに基づき、今年の秋頃に認定申請を行い、

平成２５年４月１日の移行登記及び新法人の発足を目指していくことになります。

その計画に則り、支部、組織及び財務状況、更に新法人の基幹をなす定款案につい

て、県所管部門への再々の相談及び指導を受け、特別委員会及び理事会等において協

議検討を行ってまいりました。ご承知のように公益認定を受けるには公益目的事業比

率の５０％以上の確保、収支相償、遊休財産保有制限額等の条件をクリアーすることが

重要な鍵となります。

当協会の財務状態は総会資料等でご承知の如く毎年積み立てを取り崩し、管理費の

出費が会費収入のほとんどを占めており、このまま進むと数年後には終結となるか、

会費値上げをせざるを得ない状況であります。一般社団法人へも公益社団法人へも赤

字では移行することはできません。

このような状況を改革するため今日まで特別委員会で協議を重ね、先の理事会にお

いて５支部の事務所を廃止することを決議致しました。また役員数削減、委員会の統

廃合、支部理事会及び総会の廃止に伴う運営委員会や連絡会への移行等を検討してま

いりました。また職員人件費も削減が必要と考えております。会員各位の御理解をお

願いするところであります。

そして本年は公益認定申請に向け、現行の事業を公益目的事業として、①不動産取

引に係る調査研究・情報提供事業 ②人材育成・啓発事業 ③地域社会への貢献事業

に大きく３区分し、新しい事業活動や新新会計基準や組織運営に組換え転換していく

ことと致します。

また行政や関連団体等への地域活性化の提案、各種要望、協力及び連携を図ってま

いります。本年も会員減少が続き厳しい運営が予測されますが、会員の業務支援、入

会促進、会議運営等の共益事業や法人管理の業務を見直し、協会の健全な運営を目指

し開かれた不動産業界の発展の為、専心努力いたす所存です。

今年は何かとご無理をお願いすることと存じますが、会員皆様のご理解と後押しが

なければ何の改革もできません。今後ともご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上

げます。

最後になりましたが、本年が会員の皆様方にとって最良の年になりますよう心から

ご祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。

新
年
の
ご
挨
拶

宅
建
協
会
長

佐
々
野
正
治
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平成２３年度 第４回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会

日 時：平成２３年１１月７日�１３：３０～１７：００
場 所：長崎県不動産会館 ５階 会議室
出席者：理事 在籍２４名中 出席 ２４名
出席者：佐々野正治・新井成光・西畑久男・松本秀範・中瀬和隆・三上浩二

若松勝比己・角村順一郎・敷島知章・馬場 勝・阿南 實・山縣謙一
池田光利・鍬取昭和・河浪義美・山口克彦・出口克彦・尾崎光輝
� 勇典・松元英史・久冨雅美・林 敏彦・下�誠一郎・藤田高久（順不同）

監 事：在籍 ５名中 出席 ４名 欠席 １名
出席者：山口孝司・鎌田 博・野口初治・来山博行
欠席者：古川無逸
会長挨拶：当協会がお世話になった西岡武夫参議院議長が亡くなられたので黙祷をささげたい。
議長選任：佐々野正治会長
議事録署名人：中瀬和隆常務理事 河浪義美理事
議事録作成人：桐原孝一
資料確認等：松本総務委員長

【審議事項】
第１号議案 公益社団法人 長崎県宅地建物取引業協会組織に関する件

三上公益社団法人移行特別委員長代理
公益社団法人移行に伴い、移行認定申請時の組織体系を確定させる必要があるため、以下のごとく提案する。
�役員は、理事２０名、監事３名とする。
�理事の内、会長１名、副会長３名、専務理事１名、常務理事４名とする。
�相談役２名、顧問２名とする。
�委員会は、総務財務委員会、情報提供委員会、啓発育成委員会、地域貢献委員会の４委員会とする。
�支部は、長崎支部、佐世保支部、大村支部、諫早支部、島原支部の５支部とする。
	理事数は、長崎支部１０名、佐世保支部４名、大村支部２名、諫早支部２名、島原支部２名とする。

各支部の運営委員は２名以上１０名以内とする。 以上の提案説明が行われた。

質疑応答内容
（質問） 従来の委員会は新しい４委員会のどれに入るか説明してほしい。
（回答） 現在の委員会がどれにあてはまるという事ではなく、現在、事業は該当する委員会で行っているが、今

後は公益目的事業毎に新しい委員会が受け持っていくことになる。しいて言えば情報提供委員会は流通と
提携、啓発育成委員会は法務と公取、地域貢献委員会は相談にあてはまるのではないか。新しい名称につ
いては全宅連、他県を参考にしていて、新々会計ソフトとの関係もある。

（質問） 支部の員数について
（回答） 本部の委員会は定員５名としている。５名は１支部から１名出ていただく。長崎では本部理事が１０名い

て運営可能だが、そのほかの支部は運営できないので２名～１０名としている。４委員会に１支部１名入っ
ていただきたいので委員長含め５名になるようにしている。

（回答） 各支部でも本部からの事業を行うについては５名必要と考えているが長崎支部１０名はよいとしても、佐
世保支部以下１名～３名不足しているので、支部の運営委員として理事ではない会員を充当している。今
までのように各支部から本部常設委員会に必ずしも１名にならない可能性もある。

（質問） 必ずしも各支部から運営委員が上がってこないとなると運営は厳しいと思う。
長崎支部は１０名で各委員会４名であれば何事にも所属しない理事が出てくるのではないか。

（回答） 委員会の運営がし易いように各支部は支部長ほかの４名は本部の委員会に１人ずつ４委員会に入ってい
頂く。長崎支部が余るというような意見については、長崎は支部長以下９名いるが委員会に４名、残り５
名は会長、専務、副会長等で余ることはないと思う。

（質問） 理事数を４名ほど（長崎３名、佐世保１名）減らしてはどうか。
（回答） 検討し、定款案には理事数１０名～２０名としている。現在２４名の理事であるが事業を今後本部で推進する

ことになるので、一度に多数の減員をすることは当初の年は大変と感じ２０名とした。
挙手による採決の結果、第１号議案「公益社団法人 長崎県宅地建物取引業協会組織に関する件」は原案通り賛成
１３名、反対１０名（議長除く）で賛成が過半数以上であり決定した。

第２号議案 支部事務所及び職員に関する件 三上公益社団法人移行特別委員長代理
当協会の収支差額は、毎年約３，０００万円のマイナスである。このままであれば、財政調整積立金も２年位で底を

突く状況にあり、協会運営が立ち行かなくなる。また、公益社団法人（一般社団法人も同様）に移行するにあたり、
公益目的事業を安定的かつ継続的に実施して行けるだけの体力を有していることが認定の条件であるため、収支が
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マイナスの状態を解消する必要がある。このためには、経費を削減することは勿論だが、それだけではとても解決
できない。よって、支部事務所及び職員については５支部の事務所を平成２４年４月末日頃廃止して、現在の長崎支
部事務所を支部合同事務所とし、支部担当職員を置いて運営して行きたいとの提案説明及び資料説明が行われた。
また、提案説明での公益目的事業を安定的かつ継続的に実施して行けるだけの体力を有していることが認定の条

件であるため、収支がマイナスの状態を解消する必要があることについて以下説明された。
資料説明：
�全宅連Ｑ＆Ａ「収支予算の作成方法は？法人全体の収支がマイナスでも問題とならないのか」
「収支予算や正味財産増減計算書が、単年度でマイナスになったからといって直ちに公益認定が認められないとい
う事ではない。しかしながら、公益目的事業を安定的かつ継続的に実施していけるだけの体力を有していることが
認定の条件であり、収支がマイナスの場合には、長期的な存続可能性について、合理的な計画を以って説明してい
く必要がある」
�支部事務所廃止後の対応予定
●入 会 審 査：入会希望者の事務所に支部長と運営委員が出向いて面接および事務所確認を行なう。各種書類
の交付、分譲品の販売、名入・印刷等：支部担当職員（本部事務局）が希望会員に、送料会員負担にて送付する。
有償の物は代引きも行なう。

●各 種 問 合 せ：会員や一般消費者は直接本部に電話する。支部担当職員（本部事務局）が電話にて対応する。
支部長の名刺にはフリーダイヤルを記載し行政機関等向けにし、支部担当職員（本部事務局）が電話にて対応し、
支部長へ連絡する。

●相 談 業 務：相談者は協会本部に電話をする。協会担当者は相談所を案内する。苦情受付の場合は本部窓口
での受付になる旨説明して来訪してもらう。

●会 費 徴 収：年１回の自動振替により徴収する。（振替手数料協会負担）＜原則＞。自動振替が不可能な場
合のみ振込により徴収する。（振込手数料会員負担）、領収書は発行しない。金融機関が発行する振込金受取書に
よる。

●各 種 会 議：支部総会⇒支部連絡会（事業報告・会員との意見交換・理事候補者を検討）にする。支部理事
会⇒廃止する。支部各種委員会⇒運営委員会に一本化する。

●会議する場所：公共の会議室を利用する。＜原則＞止むを得ない場合民間の会議室を利用する。会場手配や会
議案内文作成・送付は支部担当職員（本部事務局）が支部長他と打合せの上行ない、使用料等の支払いは振込に
より支払う。
●郵 便 物：対外的には支部の事務所は名刺に支部長の事務所を記載する。支部長の事務所に支部名の表示
をし、郵便ポストを設置する。

●新入会員勧誘：運営委員会で行なう。
●各種事業の実施：運営委員会で行なう。
以下、質疑応答及び意見

（質問） 出向いて入会審査におこなう場合の交通機関はどうするのか。
（回答） 公共交通機関を利用してほしい。対応策については決定したら、総務委員会にお願いしたい。
（質問 意見） 入会希望者に対しては支部長、運営委員が出向くのではなく来ていただくことではどうか。
（回答） 入会希望者及び該当の支部長、運営委員に本部に来ていただき、本部にて審査を行うほうが、出向いて

いく方法より交通事故などのリスクは回避できるのではないか。
（質問） 新入会員勧誘や各種事業の実施の場合の、連絡体制はどのようになっているか。
（回答） 本部に支部担当者を設置する予定であり、連絡事項等はこの支部担当が窓口としておこなう。
（意見） 入会審査については交通費は公共交通機関を使用する実費精算するべきである。（自家用車両使用を認

めた場合に交通事故が起きた場合や保険代、ガソリン代等どうするのか）再度検討していただきたい。
（回答） 三上委員長代理：本部に入会希望者は来ていただき、該当の支部長、運営員も来ていただき、協会規程

に基づいた交通費を支払うことが、事故の心配もなく又、実費精算ということもないので、いい意見だと
思う。これで良ければ提案を直させて頂きたいと思う。

（意見） それは長崎支部的考えだと思う。たとえば島原から支部長、運営委員が本部に来て入会審査を行う事は
大変、今決めなくても良いのでは。

（意見） 入会希望者へ出向く場合、公共交通機関を利用し場合によってはタクシー利用も含めて合理的な方法で
可能なように考えてほしい。

（質問） 支部事務所廃止した場合の職員数について。
（回答） 職員は現在 １３名であるが今後９名を予定している。
（意見） 職員の解雇については慎重判断をお願いしたい。
（回答） 常務理事会などで十分話合い又留意しながら進めたい。
（意見） 監事団より指摘のあった出張旅費の実費精算や本部駐車場や小さなところの諸々の経費を削減すること

により、もう少し詳しいシミュレーションが出せるのではないか。今日廃止を決めるのは時期早々ではな
いか。

（回答） 駐車場については次の議案で提案する。今後支部での事業（総会・理事会・委員会・研修会等）は減少
するので職員を置く必要もなくなる。工夫すれば支部で行っていた業務も本部でやっていける。経費を考
えると職員の件を検討していかざるを得ないと考える。県が言うには公益に行こうが一般に行こうが、こ
のままいけば公益に行く前に財政逼迫となる可能性があるので、このところを検討するよう指導された。
支部会員は支部をよりどころとしていることは理解でき、又いろいろな無理もあるが協会の現状に鑑み
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贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅

平成２３年（現行） － １，０００万円

平成２４年 １，５００万円 １，０００万円

平成２５年 １，２００万円 ７００万円

平成２６年 １，０００万円 ５００万円

提案させてほしいと思う。出張旅費については出張の折には全宅連、全宅保証、全政連などから旅費が出
されているので協会から出していない。この件については今後検討する時期が来ると思う。事務所の管理
費を検討しているが本部職員をどうするのかいずれ検討しなくてはならない。資料のごとく間接費率が非
常に高い、誰が見てもやっていけないことは自明の理である。本日ご理解いただいて本日承認いただき、
この方向性で行いたい。そして公益社団になって余裕が出てきた場合には支部事務所を置くことも検討で
きるのではないかと思う。
又、旅費については全宅連等から出されている。祝賀会等も相手を吟味して出欠を決定している。

（意見） 諫早支部の現在のように月水金にする方法等も検討材料ではないか。
（回答） それに近いようなことも特別委員会で検討したが、最終的に本日のように提案している。
以上のような意見が出され、第２号議案 「支部事務所及び職員に関する件 」について挙手による採決の結果、
原案通り賛成１４名、反対９名（議長除く）で賛成が過半数以上であり決定した。

第３号議案 隣接（協会横）駐車場解約に関する件 松本総務委員長
現在、会員の利便性を考え本部電車通り側を駐車場として契約しているが、来る公益社団法人への移行に際し、

協会の財政状況に鑑みますと費用面での金額が大きく、止む無く解約をせざるを得ないと考え、解約予定日は平成
２４年３月３１日を予定したいとの提案説明が行われた。審議の結果、まず解約することについての賛否は挙手による
採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。次に解約日については平成２４年２月２９日に原案を修正するとして、挙
手による採決の結果、賛成多数で決定した。

平成２４年度の与党税制改正大綱が発表
平成２３年１２月１０日に発表された２４年度の税制改正大綱より、国土交通省から要望した結果の概要をお知らせします。
なお、これは今後通常国会で審議されるもので、決定ではありません。

平成２４年度国土交通省税制改正の概要

暮らしの安全・安心確保関連税制

１．住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等

�新築住宅に係る固定資産税の減額措置（戸建て３年
間、マンション５年間１／２）を２年間延長

�土地・住宅に係る不動産取得税の軽減措置（税率・
課税標準等）の延長

・土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率（本則
４％→３％）を３年間延長

・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準
の特例措置（１／２）を３年間延長

・デベロッパー等に対する新築住宅のみなし取得時期
の特例（６月→１年）及び住宅用土地に対する不動
産取得税の軽減措置を受ける場合の土地の取得から
新築までの期間要件に係る特例（２年→３年。１００
戸以上の共同住宅等でやむを得ない事情があると都
道府県知事が認める場合は４年。）を２年間延長

�認定長期優良住宅の普及促進のため、以下の特例措
置を２年間延長

・標準的な性能強化費用相当額（上限５００万円）の１０％
相当額を控除（所得税）

・所有権保存登記（一般住宅０．１５％→０．１％）、所有権
移転登記（一般住宅０．３％→０．１％（共同住宅）、０．２％
（戸建て住宅））に係る軽減税率（登録免許税）

・不動産取得税の課税標準からの控除額の特例（一般
住宅１，２００万円→１，３００万円）

・固定資産税の新築住宅特例（１／２減額）の適用期

間を延長（戸建て３年→５年、マンション５年→７
年）
�住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を以下のと
おり拡充し、３年間延長。６５歳未満の親からの贈与
についても相続時精算課税制度の適用対象とする特
例を３年間延長

�居住用財産の買換え等に係る特例措置（譲渡益に係
る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控
除）について、譲渡益に係る課税繰延べの場合の譲
渡資産価格要件を見直したうえで２年間延長
�マンション建替事業に係る特例措置（権利変換によ
り資産を取得した場合の課税特例等（所得税、法人
税）、権利変換手続開始の登記等に対する免税（登
録免許税））の適用対象を拡充（登録免許税は併せ
て２年間延長）
（参考）要望にない項目（固定資産税関係）

・住宅用地特例（小規模住宅用地の課税標準１／６
等）を維持
・住宅用地に係る据置特例について、据置ゾーン（現
行８０～１００％）を段階的に引き上げたうえで廃止（平
成２４、２５年度９０％、平成２６年度１００％）
・商業地に係る据置特例を継続
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平成２３年１０月１８日�大村市の新幹線用地事務所において代替地情報提供について協議を行った。九州新幹線西九
州ルート（長崎ルート）は、長崎県の産業振興や交流人口の拡大等につながる重要な交通基盤として期待され、昨

年４月から新幹線建設工事の着手と同時に用地取得が始まっています。当協会では、この用地取得に伴い平成２２年

４月１日に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構九州新幹線建設局および長崎県との間で「鉄道建設工事

に伴う代替地提供および媒介に係る業務運営手続きに関する協定」を締結しています。１年経過して、当協会会員

の媒介で数件の契約実績を挙げているものの、事務手続きが煩雑であり、スムーズな運用がなされていないという

ことから、先般、県用地事務所にて関係者の事務打ち合わせを致しました。共通認識が深まれば、信頼関係も育ま

れ適正な業務が図られ、迅速に業務も処理がなされるものと期待いたします。

出席者

長崎県新幹線用地事務所 所長 内山 克則（他全３名）

用地第１課 課長 畑山 光久

用地第２課 課長 松尾 直人

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

鉄道建設本部 九州新幹線建設局

次長 有屋田 幸郎

協会側から 佐々野正治会長

中瀬副会長

馬場提携業務運営委員長

島田提携業務運営副委員長

長崎県

主催 相談会に参加協力しました
１０月２９日�東京都千代田区 都道府県会館において県企画振

興部地域振興課の“住んでみんね！長崎ＵＩターン”の促進を

図るため、都市部における個別相談会が開催され、協会から会

長、馬場提携業務運営委員長、島田提携業務運営副委員長の３

名が参加しました。

会場では県の各自治体による住まいや暮らしに必要な相談に

対応し、県内の住宅情報や求人情報の提供が行われた。我が協

会の役割は来訪者の住まいの相談を受けることであり、田舎暮

らしを求めている方、長崎市内や周辺部に賃貸住宅を探そうと

している若い夫婦、リタイアを間近に控えＵターンを考えてい

る人など２６組４９名の相談を受付けました。来訪された全ての方

に「住宅ガイド誌」を提供し、ここに記載されていない物件や、

もっと詳しい情報がほかにもあることを伝え、掲載の業者に直

接電話で問い合わせてもらうように勧めた。

長崎県新幹線用地事務所と
代替地情報提供に関して協議を行いました
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基幹事務とは以下のいずれかの事務をいう。
�家賃、敷金等の受領事務
�契約更新事務 �契約終了事務

２条 賃貸住宅管理業とは、管理事務を業として行うも
のをいい、管理事務とは以下の基幹事務を含むもの。

Ａ 受託管理型（貸主の委託を受けて管理）

Ｂ サブリース型（転貸の場合の貸主として管理）

３－５条 登録の手続き（有効期間５年）
６条 登録を拒否する場合（過去に抹消歴有等）
７条 標識の掲示
８条 毎年度の業務等状況の報告
９－１０条 変更届、廃業届の手続き
１１条 業務改善の指導、助言、勧告
１２－１４条 登録の抹消手続き、公告
１５条 登録簿等の閲覧
１６条 業務処理準則の遵守
１７条 権限委任
（登録に関する事務は地方整備局等で実施）

２条 従業者証明書の携帯
３条 断定的判断、重要事項不告知、不正行為の禁止
４条 誇大広告の禁止

５－６条 貸主に対する重要事項説明、書面交付
７条 借主に対する書面交付

８－９条 貸主に対する重要事項説明、書面交付
１０－１１条 借主に対する重要事項説明、書面交付

１２条 契約更新時の書面交付

１３条 契約終了時の敷金精算額を書面交付（説明）

１４条 再委託（基幹事務の一括再委託の禁止）

１５条 賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知

１６条 財産の分別管理

１７条 管理事務の定期報告

１８条 借主に対する管理事務終了時の通知

１９条 帳簿の作成、保存

２０条 書類（業務等状況の報告）の閲覧

２１条 秘密の保持

２２条 従業者の研修

地方整備局等担当課名 電話番号 管轄区域
九州地方整備局建政部計画・建設産業課
所在地〒８１２－００１３福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０－７

福岡第２合同庁舎 別館
０９２‐４７１‐６３３１

福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県、鹿児
島県

長崎県は昨年１１月２３日、地方自治や社会福祉、産業、教育文化などで功

績のあった１２７の個人や団体に対して表彰を行い本会の中瀬和隆氏が受賞

されました。

中瀬和隆氏は、昭和５４年に宅地建物取引業（大村土地建物）を開業後、

昭和５９年より当協会の理事を務められ、平成２２年６月には副会長職に就き

本会の発展に寄与されています。

今回の県民表彰は長年、宅建業を通じて地域や社会に貢献したとして栄

誉ある表彰を受けられました。

中瀬 和隆氏（副会長兼大村支部長）が県民表彰受賞

賃貸住宅管理業者登録制度が昨年１２月１日からスタートしました
賃貸住宅管理業者登録制度（国土交通省告示）の概要 国土交通省

１ 登録規程 ２ 業務処理準則

登録先は下記のところです
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１

―

事案の概要 向いの家�
建築確認上のライン�

共有通路� 2.7m

隣家�

現状接道部分が
2.7mのため、Xと
隣家で一軒の家し
か建築できない�

6m 公道�

宅建業者から、中古住宅を買い受けた者が、当該不

動産が接道義務を満たしていないとして、購入から約

１６年後に、売主並びに売主側業者に対する不法行為に

基づく損害賠償を請求したところ、不法行為責任が是

認され、請求が一部認容された事例（千葉地裁 平２３

年２月１７日判決 一部認容 判例タイムズ１３４７号２２０頁）

Ｘは、平成５年１０月２９日、宅建業者Ｙ１から、千葉

市内にある中古住宅を、宅建業者Ｙ２、Ａの仲介で代

金２５５０万円で購入し、同年１２月２７日に物件の引き渡し

を受けた。

この契約に際し、Ｘは、地元金融機関から２２００万円

の借入を行った。

本件建物は、昭和５０年１０月１日新築で、本件土地は、

いわゆる「袋地」と、隣地と共有の路地状敷地からなっ

ている。

当該路地状敷地は、幅員約２．７�で、幅員約６�の

公道に接している。

本件建物については、昭和５０年６月、建築確認が取

得されたところ、同建築確認は、本件路地部分に幅員

４�の道路が設置され、本件土地が当該道路に接する

ことを前提とするものであったが、現実には、本件路

地が存在するのみであり、本来、本件建物か、隣地建

物のうち１棟しか建築できないものであった。

引渡を受けて後、約１５年経過した平成２０年１２月頃、

Ｘは不動産業者Ｂに売却の相談をしたところ、「本件

土地は、接道義務を満たしていないから、建築確認が

下りず、建替えができないので、買い受けることはで

きない。」旨の説明を受けた。

そこで、Ｘは「Ｙ１は、本件売買契約に付随する義

務として、Ｙ２は売主側の仲介業者として、買主であ

るＸに対し、上記事項を説明すべき義務があったが、

説明しなかった。」と主張し、下記の損害金の支払を

求めた。

�）ａ）本件売買代金（２５５０万円）

ｂ）本件借入に係る利息金相当額（７２７万５６６９円）

ｃ）遅延損害金（３９７万４８２３円）

の合計額から本件不動産の本件売買契約時における

適正価額７５２万円を控除した２９２３万４９２円

�）弁護士費用…上記金額の１割２９２万円

計 ３２１５万４９２円

（千葉地判 平２３・２・１７ 判タ１３４７－２２０）

―道路に関する説明―
売主業者及びその仲介業者に接道義務を満たしてい
ない物件の説明義務違反があったとして、引渡１７年
後に買主に対する不法行為責任が認められた事例

�不動産適正取引推進機構調査研究部調査役 古本 隆一 氏

最近の判例から

8 たっけん広報 平成２４年１月１日号



２

―

判決の要旨

３

―

まとめ

Ｘは平成２１年８月１８日、千葉地裁に提訴した。

裁判所は次のように判示し、Ｘの訴えを一部容認し

た。

� 説明義務

宅地の売買においては、建築基準法上の接道関係は、

建替えの可否並びに転売の可否及び転売条件等に大き

く影響するものである。そして、Ｙ１、Ｙ２（以下「Ｙ

ら」という）は、いずれも不動産の売買及び仲介を業

とする会社であり、宅建業者であるから、まず、Ｙ１

については、本件売買契約の付随義務として、本件土

地の接道状況についてＸに対し説明する義務があった

と言うべきである。

また、Ｙらは、宅建業者であり、売主及び仲介を業

として本件売買契約に関与したものであるから、宅地

建物取引業法３５条１項により、それぞれ取引主任者を

して、Ｘに対し接道状況について説明すべき義務を

負っていたものである。

本件土地は、接道要件を満たしておらず、建替えが

困難な土地である。ところが、まず、本件売買契約書

には、この点について何ら記載がなく、むしろ、本件

重要事項説明書には、本件土地の「北側が幅約６�の

公道に約３�接している」旨記載され、「新築時の制

限」としては道路斜線制限等が記載されているのみで、

接道要件との関係での建築の制限については全く記載

されていなかった。そして、Ｘは本件路地が共有であ

ることについては説明を受けたものの、本件土地が接

道要件を満たしておらず、建替えが困難であることに

ついては説明を受けたことがなかった。

前記によれば、Ｙらには、Ｘに対する説明義務違反

（本件不法行為）があったことが明らかであって、Ｙ

らは、本件不法行為と相当因果関係にあるＸの損害に

ついて賠償責任（不真正連帯債務）を負うと言うべき

である。

� Ｘの損害について

Ｘは、Ｙらの不法行為によって、本件土地の接道状

況には問題はなく、建替えが可能である旨誤信させら

れ、本件売買契約を締結し、本件借入れを行った上、

本件売買代金及び本件借入れに係る利息金の支払をす

るに至ったものと認められるから、これらの金員の出

損は、本件不法行為と相当因果関係にある損害と言う

べきである。

�本件売買代金相当額と本件適正価格との差額１０５０万円

�本件借入れに係る各利息金相当額 合計３４７万０７０２

円

本件売買契約の締結は、Ｘが銀行借入を行うことを

前提とするもので、Ｙらはこれを了知していたものと

認められる。

� 以上によれば、Ｘの本訴請求は、Ｙらに対し連帯

して１７２６万４５３６円及びうち１０５０万円に対する平成６年

１月３１日から支払い済みまで年５分の割合による金員

の支払を求める程度で理由がある（弁護士費用・確定

遅延損害金を含む）。

本件は、約１７年前に売却乃至仲介した物件に対し、

業者の説明義務違反（不法行為）による責任を認めた

案件である。

不法行為の時効は、知ってから３年、除斥期間２０年

とされている（民法７２４条）。重説ミスが相当後になっ

て、多大の損害を引き起こしたという点で、業者に警

鐘を与える判決である。

なお、本件は高裁にて和解が成立している。

（※ウエストロー・ジャパンは法令、判例、審決等の法律情報総合オンラインサービス。）
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平成２３年度九地連交流会

鹿児島市で九地連交流会が盛大に開催されました
全宅連九州地区連絡会交流会が平成２３年１１月４日�
に鹿児島市で開催されました。当日は全宅連の伊藤

博会長にご臨席賜り、そして九州・沖縄の各県から１３０

名が参加した。当協会から会長を始めとし常務理事が

参加し総務・入会促進、公益法人改革、行政・流通、

相談、法令、政治連盟、賃貸不動産管理（新設）の７

分科会に分かれて各県に於ける現状や問題点について

熱心に意見交換が行われ、その後各分科会においての

検討結果を其々の座長が発表。最後に各県から全宅連

や行政に対しての意見や質問、要望等があり会は盛会

裡に終了した。

平成２３年度宅地建物取引主任者資格試験の合格発表が昨年の１１月３０日に行われた。

長崎県では１７３人合格し、合格率は１３．６％、平均年齢は３７．１歳だった。

１実施概要
�試 験 日 平成２３年１０月１６日�
�試験会場 ４７都道府県 ２１３会場 ３，７９２試験室

（長崎県） 長崎総合科学大学 １５教室

長崎県立大学佐世保校 ７教室

�申込者数 （全国）２３１，５９６人うち、登録講習修了者３８，６００人
長崎県は、１，５３１人（長崎１，１２０人、佐世保４１１人）うち、登録講習修了者２１３人

（長崎１５６人、佐世保５７人）

�受験者数 （全国）１８８，５７２人うち、登録講習修了者３４，６６６人
長崎県は、１，２７５人（長崎９２９人、佐世保３４６人）うち、登録講習修了者１９６人

（長崎１４７人、佐世保４９人）

�受 験 率 （全国）８１．４％うち、登録講習修了者８９．８％

長崎県は、８３．３％（長崎９４．２％、佐世保８５．９％）うち、登録講習修了者９２．０％

（長崎９４．２％、佐世保８５．９％）

２合否判定基準
５０問中３６問以上正解した者

（登録講習修了者は４５問中３１問以上正解した者）

３合格者の概要
�合格者数 （全国）３０，３９１人うち、登録講習修了者６，６７４人

長崎県は、１７３人（長崎１２４人、佐世保４９人）うち、登録講習修了者３２人

（長崎２４人、佐世保８人）

�合 格 率 （全国）１６．１％うち、登録講習修了者１９．３％

長崎県は、１３．６％（長崎１３．３％、佐世保１４．２％）うち、登録講習修了者１６．３％

（長崎１２．２％、佐世保１６．３％）

長
崎
県
の
合
格
者
は
一
七
三
名

平
成
２３
年
度

宅
建
試
験
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不動産フェア開催

１１月９日、１０日不動産会館横駐車場において不動産フェ

アを開催した。物件展示やインターネットによる物件検索、

不動産無料相談コーナー等設け、約２８０名が来場した。

忘年会開催
１２月２日、サンプリエールにおいて忘年会を開催し１４１名が参加した。本年を振り返

り、また来年に夢を託し会員相互の親睦を深めた。

第２回不動産セミナー開催

１２月６日、長崎県漁業会館において、第２回不

動産セミナーが開催され、会員及び従業者８９名が

参加した。

○「宅地建物取引主任者賠償責任保険」

講師：損保ジャパン

○「２１世紀社会の不動産の考え方と不動産ビジ

ネスの在り方」

講師：ダンコンサルティング代表取締役

塩見 哲 氏

長崎市都市景観賞選考委員会へ出席

第１７回長崎市都市景観賞選考委員会へ、阿南支部長（実行委員）と出口総務委員長（選考委員）が出席

し、選考に携わった。

平成２４年２月１１日、長崎大学文教キャンパスにおいて表彰式が行われる予定で、安藤忠雄氏の記念講演

も行われる。

�大きな建物部門
景観賞 長崎港松が枝国際ターミナル

�小さな建物部門
激励賞 文明堂浜町店

�歴史のある部門
景観賞 三菱重工�長崎造船所史料館（明治３０年）
激励賞 陶々亭

飯島邸（三菱重工所長宅）

�テーマ部門 景観賞 古賀植木の里

激励賞 琴海町戸根川と桜

支 部 行 事

長 崎 支 部

古賀植木の里
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支部研修会開催 不動産合同セミナー

日時 平成２３年１１月１７日�１３：３０～１５：３５
場所 大村市民会館３階大会議室
内容 「相続について」

「農地転用の現状について」
講師 平野 旅人 司法書士
「建築基準法の道路に関する許可基準変更について」
講師 林 敏彦 理事

参加 宅建協会関係５０名
大村商工会議所 ２０名 合計７０名

２３年度不動産フェア（島原会場）

平成２３年１１月２６日�・２７日�島原復
興アリーナで開催された第２回島原ふ
るさと産業まつりに出展して２３年度不
動産フェア（島原会場）を開催しました。
不動産無料相談会、物件情報展示、
ネットながさき検索案内、ゲームコー
ナーを設け、ハトマークのＰＲに努め
ました。
物件を探す人や相談者が訪れ、輪投
げゲームにはたくさんの子供達が参加
してくれました。

女性部会 エコキャップ回収活動

平成２３年１１月８日�午後１時３０分から支部で、女性部会
エコキャップ回収活動を実施しました。

４袋「エコキャップ推進協会」に送ることが出来ました。
（参加者７名）

１１月５日�・６日�、諫早市の九州ガス本
社構内で行われた「ガスまつり」に参加し、

不動産フェアを開催しました。

物件展示や不動産無料相談等行いました。

大 村 支 部

諫 早 支 部

島 原 支 部
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

��来年度から省エネなどの改修を前提に
フラット３５Ｓ中古住宅に適用へ

��大手デベロッパー
マンション、郊外に注力

��税金の無駄４２８３億円

��東京都足立区 建物解体費用を助成

��長崎空港周辺高さ制限問題
国が容認文書提出

��みなと交流エリア
土地活用に１７法人応募

��県内の基準宅地評価額
前回に引き続き下落

��エコポイント住宅版が再開

��九州新幹線長崎ルートの
鈴田トンネル貫通

��県庁移転の凍結解除を知事が表明

国土交通省と住宅金融支援機構は来年度から、省エ
ネ改修や耐震性向上策などを施した中古住宅を購入し
た人に低金利融資する制度を始める。改修などで条件
を満たせば、機構が取り扱う長期固定金利の住宅ロー
ン「フラット３５ｓ」を使えるようにする。成長が見込
まれる中古住宅の取引を活性化させる狙いだ。

（１０月２５日 日経新聞）

大手デベロッパーが郊外のマンション開発に力を入
れる。野村不動産はファミリー向けの新ブランドを立
ち上げ、三菱地所は機器の一括購入などにより原価を
抑えた大型物件の安定供給体制を整える。東日本大震
災以降、消費者が安心・安全を重視、都市部から郊外
への需要シフトが鮮明になっている。各社は防災対策
などを前面に打ち出し、値ごろ感のある販売価格で顧
客獲得を目指す。

（１０月２５日 日経新聞）

会計検査院は１１月７日、官庁や政府出資法人など
２０１０年度の決算検査報告を野田首相に提出した。税金
の無駄遣いなど不適切な経理についての指摘は５５５件、
総額４２８３億８千万円に上った。急傾斜地の崩壊や土石
流などの危険地域を指定する「土砂災害警戒区域」に
ついては、過去１０年の基礎調査で指定の必要があると
された約２０万地点のうち、３０％超で指定が済んでいな
いことも判明。

（１１月８日 長崎新聞）

東京都足立区は２０１１年１１月、老朽化などで倒壊の恐
れがある家屋等の所有者に適正な管理を呼び掛け、所
有者が建物を解体した場合には最大１００万円を上限に
費用を助成する条例を施行した。解体費用まで助成す
る条例は全国でも例がないという。

（１１月１４日号 週刊住宅）

長崎空港Ａ滑走路に隣接する住宅など１９件が航空法
の高さ制限に抵触している問題で、
国土交通省大阪航空局は１１月１６日、松本崇大村市長に
対し、違法状態にある建築物について「改修や立て替
え時期に対応していただく」とした文書提出し、現状
を容認する姿勢を示した。同市古賀島町であった地元

説明会で明らかにした。
（１１月１７日 長崎新聞）

佐世保市は１１月１６日、ＪＲ佐世保駅周辺再開発「三
浦地区みなとまちづくり計画」の「みなと交流エリア」
について、１７法人が土地活用に向け応募登録したこと
を市議会都市整備委員会で報告した。希望用途は商業
施設が１１件で最多だった。市は２３年１月中旬に応募者
から具体的な事業計画書を受け付け、計画の継続性や
施設と景観との調和、雇用創出の度合いなどを審査し、
同３月末までに事業予定者を決める予定。

（１１月１７日 長崎新聞）

県は１１月１７日、固定資産税算出の基準となる県内各
市町村の宅地の評価額を公表した。３年前の前回に続
き、２１市町全てで下落。下落率が最も大きかったのは
前回と同じ松浦市のマイナス３２．８％で、平均はマイナ
ス１７．２％だった。県税務課は基準宅地は主に商業地の
ため、景気低迷による需要の減退、郊外の大型店舗の
進出で中心市街地が衰退したと分析している。

（１１月１８日 長崎新聞）

２０１１年度第３次方正予算成立を受け、省エネ住宅の
新築や改修でポイントがもらえる「住宅版エコポイン
ト」の再開が１１月２１日決まった。新築は１０月２１日着工
分、改修は１１月２１日着工分からが対象。いずれも２０１２
年１０月末までを予定している。

（１１月２２日 長崎新聞）

九州新幹線長崎ルートの「鈴田トンネル」工事の貫
通式が１１月２１日、同トンネルであり、関係者約１６０人
が出席した。鉄道・運輸機構九州新幹線建設局による
と、鈴田トンネルは、２００９年９月に本坑を掘るための
作業用トンネル掘削に着手。同１１月から本坑工事を進
めていた。現在までの工事費は約３７億円。１２年６月に
竣工の予定。

（１１月２２日 長崎新聞）

県庁舎の長崎魚市跡地への移転新築計画で、中村法
道知事は１１月２５日の定例県議会本会議で、設計費など
関係予算を執行する方針を表明した。東日本大震災に
よる県民の不安の声を受けて事実上凍結していたが、
防災面で再検証した県議会が安全性に理解を示したた
め、計画通り進めることにした。

（１１月２６日 長崎新聞）
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「誰も知らない地盤の真実」
・著 者 前 俊守（サムシング

ホールディングス�社
長）

・発 行 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

東日本大震災以降、《住まい》
の安全性を求める声が急増してい
る。（本書より）
長崎県内においても地盤につい
ての相談は少なくありません。全
１３５ページの新書ですが、今回の
地震のほか土砂崩れ、地盤調査、
軟弱地盤等についても解説してい
ます。

〈応募方法〉はがき、ファックス
で書籍名・住所・商号・氏名・電
話番号・広報に関する感想をご記
入のうえ、お送り下さい。抽選で
２名の方に本を差し上げます。
なお、当選者の発表は発送を
もってかえさせていただきます。
〈締切〉平成２４年１月２６日�
〈宛先〉〒８５２－８１０５
長崎市目覚町３－１９
�長崎県宅地建物取引業協会
FAX０９５－８４７－００２５
ぜひ、ご応募下さい。
※本のプレゼントは今回で終了さ
せていただきます。
これまでのご応募ありがとうござ
います。

※受講希望者は必ず事前に手続きを

して、受講料をお支払い下さい。

法定講習会日程（予定）車での来場はご遠慮下さい。
法 定 講 習 会

日 時 場 所

平成２４年

３月２日�
長崎県総合福祉センター

（長崎市茂里町３－２４）

入退会状況（平成２３年４月～平成２３年１２月）

長 崎 佐世保 大 村 諫 早 島 原 直 轄 計

新 入 会 員 ８ １ ５ ２ １ ０ １７

会 員 権 承 継 １ ０ １ １ ０ ０ ３

退 会 会 員 １２ ５ ４ ５ ０ ０ ２６

１月１日現在
会員数

主たる事務所 ４４３ １６４ ７２ １０５ ５１ １４ ８４９

従たる事務所 ３９ １１ ６ ５ ０ ０ ６１

合計 ４８２ １７５ ７８ １１０ ５１ １４ ９１０
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