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第１６回           資格認定試験 試験問題 

正解と解説 
 

試験日：平成２８年１２月８日（木） 

 

 

【問１】 正解 ２（不適切） 

解説 

「新たに不動産の資格取得を目指すシニア世代、主婦層にも」の部分が不適切です。「不動産仲介士」資格は、

「不動産実務従事者」及び不動産流通業界を目指す学生などを主な対象としています。 

 

【問２】 正解 ４（不適切） 

解説 

「防犯の行き届いた居住環境の形成を目指します。」の部分が不適切です。住生活産業の担い手は、防犯に限ら

ず、「良質で安全な住宅を供給できる環境の実現」を目指しています。 

 

【問３】 正解 ２（不適切） 

解説 

「実質的支配者の有無を確認し、「有」の場合は」の部分が不適切です。平成２８年１０月１日改正法施行によ

り、「実質的支配者は全ての法人に存在する。」という考え方のもとで、当該実質的支配者の「本人特定事項を

代表者等から申告を受ける必要がある。」こととなりました。 

 

【問４】 正解 ４（不適切） 

解説 

「建築基準関係法令等への適合性についても判定するものであります。」の部分が不適切です。建物そのものの

状況を診断するものであって、「建築基準法関係法令等への適合性を判定するものではない」ことが、「既存住

宅インスペクション・ガイドライン」の検査に係る留意事項として記載されています。 

 

【問５】 正解 ２（不適切） 

解説 

選択肢１．３．４．は適切です。 

選択肢２（不適切）「上昇幅は昨年より縮小しています。」の部分が不適切です。正しくは、「３年連続の上昇と

なり、上昇幅は昨年より拡大しています。」です。 
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【問６】 正解 ３（不適切） 

解説 

選択肢１．２．４．はいずれも妥当な対応ですが、選択肢３．は、刑法１０４条の証拠隠滅罪が成立する可能

性があり、やってはいけない行為です。よって、選択肢３．が不適切であり正解です。 

 

【問７】 正解 ３（不適切） 

解説 

相手から書類を書け、印鑑を押せなど、威圧的な態度で強要された場合には、その時の周囲の状況を判断し、

その場からの退出を優先して、相手の言うとおり書類を作成しても已むを得えません。その後、速やかに警察

に申し入れ、その後の対応を相談するようにします。その後警察との連携により、たとえば、早急に内容証明

郵便等で、作成した書類は脅迫によって書かされたものであり無効である、旨を通知するなどの対応を行うこ

とが必要です。 

（注）選択肢４については、広島の市営住宅から暴力団であることを理由に退去させられた暴力団員が、憲法

第２２条で保障されている居住権を主張した民事訴訟において、広島高裁が、「暴力団という身分は生まれなが

らにして持っているものではなく、暴力団を辞めればいつでも入居できる。」という行政側勝訴の判決が出てい

ます。 

 

【問８】 正解 １（不適切） 

解説 

選択肢２．は「今後連絡を取り合うため」という利用目的が、選択肢３．は「折り返し電話連絡を行う」とい

う利用目的が、選択肢４．は「領収書の控えが、控えとして利用される」という利用目的が、それぞれ明らか

であると認められるので、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当します。 

これに対して、選択肢１．は、たとえば不動産業者が、電話帳から住所や電話番号を取得した場合、取得され

た個人の側からは、その不動産業者が自分の住所や電話番号をどのような目的で利用するのか全く分かりませ

んから、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」には該当しません。よって、選択肢

１．が不適切です。（参照：『国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成２４年国

土交通省告示第三百六十三号。最終改正平成２７年国土交通省告示第四百六十四号）～解説・事例集～』内の

「７．取得に際しての利用目的の通知又は公表【ガイドライン第９条関係】（法第１８条関係）」 

参考URL：http://www.mlit.go.jp/common/000207543.pdf） 

 

【問９】 正解 ４（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「特に問題はない」の部分が不適切です。個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

第三者に提供してはならず、物件の所在地、外観写真など、物件を特定できる情報は、個人情報にあたるため、

本人の同意なく掲載してはなりません。（個人情報保護法第２３条） 
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選択肢２（不適切）「個人情報に該当しない」の部分が不適切です。個人情報には、「他の情報と容易に照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」も含まれるため、メールアド

レスは、個人情報に該当します。（個人情報保護法第２条） 

選択肢３（不適切）「責任を問われることはない」の部分が不適切です。個人情報取扱事業者は、その従業者に

個人情報を取り扱わせるにあたっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要か

つ適切な監督をする義務があります。従業員が容易にロック機能を外せるような仕様にしていた場合等には、

安全管理措置を十分行っていたとはいえないことになり得ます。（個人情報保護法第２１条） 

 

【問１０】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）消費者契約法第８条第１項第５号により、事業者の瑕疵担保責任をすべて免除する特約は

無効とされています。 

選択肢２（不適切）消費者契約法第４条第１項第１号により、不実告知により事実と誤認して行った契約の申

込みは無効ではなく、取消の対象となります。 

選択肢４（不適切）賃貸経営の個人オーナーは、消費者契約法において、「事業者」に該当するため、消費者契

約に該当します。 

 

【問１１】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「中古住宅に設置義務はありません。」の部分が不適切です。消防法、及び消防法施行令で

は、住宅用防災機器の設置が義務付けられており、新築住宅については、平成１８年６月１日から、既存の中

古住宅については、全国各自治体の条例制定により平成２３年６月１日までに義務化されました。 

選択肢３（不適切）「詳細な基準は設けられていません。」の部分が不適切です。正しくは、「住宅用防災機器の

設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」第７条において、住宅用防災警報器の設置位置

についての基準が設けられています。 

選択肢４（不適切）住宅用防災機器の設置義務に違反した場合でも、消防法で罰則は定められていません。 

 

【問１２】 正解 ３（不適切） 

解説 

「…と電話を一旦保留にし」の部分が不適切です。繋がっている電話を保留にするのは、そのままの状態でお

客様をお待たせしてしまうことになります。「私ども（担当者または受付者）から折り返しお電話をさせていた

だきます。」とお伝えして、お客様のご用件、ご要望等（担当者に伝える内容）をお聞きするようにします。 

 

【問１３】 正解 ４（不適切） 

解説 
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「了解しました」という表現は、「相手の考えや事情を分かった上で、それを認める」という意味で、一般的に

は、「目上の人が目下の人に対して承認する」というときに使います。よって、「了解しました」は不適切であ

り、「かしこまりました」あるいは、「承（うけたまわ）りました」が適切な表現となります。 

 

【問１４】 正解 ３（不適切） 

解説 

選択肢３の「忘れてしまいましたので」の部分が不適切です。正しくは「名刺を切らしてしまいまして」と表

現します。なお、翌日にはお詫び状に名刺を同封してお送りするなどのフォローを行うことも必要です。 

 

【問１５】 正解 ４（不適切） 

解説 

面談中に先方の目の前で、名刺にメモなどを書き込む行為は失礼にあたります。面談中は手帳や別のメモ用紙

などに記入し、面談終了後、訪問先を辞して（あるいは帰社して）から名刺に書き込むようにします。 

 

【問１６】 正解 ４（不適切） 

解説 

この記述は、「エリア密着型」の営業スタイルの特徴に関するものです。「ターミナル型」は、本記述とは逆で

広域に商圏を設定して、物件収集や広告活動を行い、多くの来店客、反響が期待できるメリットがある反面、

広域の移動、広告展開を行うため、多くの交通費や広告費が必要となるというデメリットがあります。 

 

【問１７】 正解 ４（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）『「メールではどうしても正確な情報をお伝えできないため、電話番号を教えてください」も

しくは「来店してください」と返信し、初期段階からお客様との面談の機会をつくることを優先して対応する必

要がある』の部分が不適切です。お客様の中には「当面は不動産会社との直接の接触を避け、インターネットを

利用して自分のペースでじっくり物件を探したい。」と考える方も多いことから、一般的には逆効果になってし

まう可能性もあります。初期段階ではメールでのやり取りを通じて、お客様のお考えを把握しながら、面談の機

会を作ることを意識したほうがいいでしょう。 

選択肢２（不適切）「２番目に多く、全体の４１％が希望しています。」の部分が不適切です。正しくは、「最も

多く、全体の約８１％が希望しています。」です。 

選択肢３（不適切）「ＪＰＥＧなどでファイルサイズの大きい画像などをたくさん添付して」の部分が不適切で

す。お客様は、添付ファイルを開く際には手間をかけずに確認ができる画像を望みますので、ＪＰＥＧなどの画

像ファイルではなくＰＤＦファイルを添付して送信する等の気配りが必要です。 

 

【問１８】 正解 ４（不適切） 
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解説 

表示規約では「おとり広告」などの不当表示を防止するため、消費者が広告を見た時点においてその情報が有効

なものか否かを誤認しないよう「取引条件の有効期限」や「更新日、次回の更新予定日」などを必要な表示事項

に定め表示を義務付けています。選択肢１から３は、その規程・運用の正しい解説です。 

選択誌４のインターネット広告は、チラシ広告などと異なり、掲載後も継続的に内容の更新が可能なため、更新

予定日前であっても成約した物件は、速やかに掲載を終了することが求められています。 

 

【問１９】 正解 １（適切） 

解説 

不動産公正取引協議会連合会が編著の「不動産広告の実務と規制」では、広告主表示の事務所の電話番号は「宅

建業法上の事務所の電話番号のこと（で、案内所等の電話番号だけの表示は不可。）」と記載されており、選択肢

１が正解です。 

選択肢２（不適切）フリーダイヤル・フリーコールは、宅建業法上の事務所の固定電話に紐付けされたものであ

れば原則、通常の固定電話の番号を併記する必要はありません。 

選択肢３（不適切）携帯電話は、多くの都道府県で宅建業法の免許申請のための事務所の電話番号としはて認め

ていないこと、また、着信履歴などの顧客情報管理にも問題が起きやすいことなどから事務所の電話として表示

することは適切でありません。 

選択誌４（不適切）上記の解説から不適切であることが分かります。 

 

【問２０】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）不動産の表示に関する公正競争規約施行規則別表５の１２により、完成時期が近い場合で

も、現状が未完成の場合、必ず建築確認番号の表示が必要です。 

選択肢３（不適切）物件周辺の学校や公園、商業施設等を表示する場合は、不動産の表示に関する公正競争規

約施行規則第１０条（２９）（３０）により、当該物件と現に利用できる施設との間の道路距離を表示する必要

があります。また、施設等はその名称の表示も必要です。「徒歩所要時間のみ」の表示は不適切です。 

選択肢４（不適切）不動産の表示に関する公正競争規約施行規則別表により、取引態様が、「媒介もしくは仲介」

の記載までで足り、媒介の種類まで表示する必要はありません。 

 

【問２１】 正解 １（適切） 

解説 

選択肢２（不適切）予告広告も物件の取引の内容又は取引条件に関する広告のため、表示規約第５条の規定の

適用を受け、建築確認を受けるまでは一切の広告をすることはできません。 

選択肢３（不適切）宅建業法第３３条（広告の開始時期の制限）の規定にある「…都市計画法第２９条第１項

又は第２項の許可、建築基準法第６条第１項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあ
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った後でなければ…広告をしてはならない。」とあります。「政令で定めるもの」については、宅建業法施行令

第２条の５において定められていますが、この中には道路の位置指定は含まれていないため、その指定前であ

っても販売広告は可能です。 

選択肢４（不適切）設問は、実態は建築確認前の建売住宅の青田売りにすぎず、表示規約第５条（広告表示の開始

時期の制限）や宅建業法第３３条（広告の開始時期の制限）の規制をくぐり抜けようとする悪質な行為です。 

 

【問２２】 正解 ４（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「質問は出来るだけ避けて、聞かれたことに対して…」の部分が不適切です。出来るだけ早

くお客様の緊張を解く会話をしつつ安心していただいたうえで、お名前やご住所などの連絡先を確認します。

連絡先がわからなければ追客ができません。 

選択肢２（不適切）反響対応での最大の目標は、「お客様のお名前や連絡先などのヒアリング」ではなく、「お

客様との面談のアポイントをとる」ことです。 

選択肢３（不適切）お客様の状況を確認せずに物件の特徴を説明すると、その特徴がお客様からの「断わり文

句」になってしまうケースも多くあります。『セールスポイントである「人気の小学校から徒歩３分」を強調し、』

の部分が不適切です。お子様の存在や学年などを確認してから説明しないと逆効果になることになります。 

 

【問２３】 正解 ２（不適切） 

解説 

選択肢２の「物件を探し出してから、返信のメールを出すべき」の部分が不適切です。物件情報が提供できな

い場合に、物件が見つかるまで返信メールを出さないと、不誠実な会社と思われてしまう危険性があります。

できるだけ早く、まずはお礼のメールを出すことで、信頼関係を築ける可能性が高くなります。物件が市場に

出ていない理由や、今後物件が出てくる可能性などをご説明しご理解いただくようにします。 

 

【問２４】 正解 ３（不適切） 

解説 

「時間に余裕があったので、次にお客様の要望等の聞き取り」の部分が不適切です。初回面談で大切なことは、

「信頼関係の構築」ですので、正しくは、「先ずは信頼関係を構築するために、お客様の要望等の聞き取りを行

う」となります。すなわち、当方からの説明に大きく時間を割くのではなく、「ご要望の聞き取り」に多くの時

間を割くことが最も重要であり必要なことです。 

 

【問２５】 正解 １（適切） 

解説 

選択肢２（不適切）「最初に物件詳細を提示して詳しく説明し、即案内へ誘導して実際に見ていただく」の部分

が不適切です。このようなお客様には、初回面談時にいきなり物件図面を提示して説明したり、案内への誘導

をしても、成約の確率はあがりません。まずは、不動産購入というお客様の夢を実現させるために、事前に「知

っておくべきこと」、「行うべきこと」、「準備すべきこと」などを分かりやすく具体的に説明し、お客様の希望
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条件を整理し、「真のニーズを明確にするお手伝いをする」ことが大切です。 

選択肢３（不適切）「逆に信頼関係を崩す恐れがあることから、割愛して会話を先へ進める方が良い。」の部分

が不適切です。お客様へは、常に会社の説明をする意識が必要であり、会社の事をどこまでご存知かを確認し

ながら説明したり、「のちほどご覧ください」と会社案内（パンフレットなど）をお渡ししたりします。過去の

お取引先であっても、その当時とは会社の規模や体制、サービス内容などに違いがあることもあり、ポイント

を絞った説明によりさらによく知っていただくように努めることが大切です。 

選択肢４（不適切）「その質問に対しては専門用語を交え」の部分が不適切です。専門用語（不動産用語）は一

般のお客様には分かりにくいものです。お客様との会話の際には、極力分かりやすい言葉で表現し、たとえば、

説明の際に「物件」という表現は、お客様に対しては「お住まい」と表現します。広さの表現についても「へ

いべい」ではなく「平方メートル」というように表現すべきです。 

 

【問２６】 正解 １（不適切） 

解説 

選択肢１（不適切）支払い不安を抱えているお客様へ、目先の返済額の低さを強調して住宅ローンの利用を奨

めるやり方は不適切です。全期間固定型のフラット３５と民間変動型ローンの商品の違いやそれぞれのメリッ

ト・デメリットを説明、情報を提供し、お客様自身で選択できるようにアドバイスすることが大切です。 

 

【問２７】 正解 ２（不適切） 

解説 

変動金利型のローン利用なのに、「いまの家賃負担と変わりません」の部分が不適切です。将来の金利の変動に

よっては、「ローン返済中に金利や返済額が上がる可能性があることも説明し、「固定金利期間選択型」や「全

期間固定型」の資金計画書も併せて作成し、それぞれについて比較・説明することが必要です。 

 

【問２８】 正解 ２（不適切） 

解説 

暦年課税制度のポイントは、年間１００万円以下であれば贈与税がかからない…の「年間１００万円以下」の

部分が不適切であり、正しくは「１１０万円以下」です。 

 

【問２９】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）相続時点で既に敷地の一部を駐車場で貸していたため、譲渡の形態（相続の時から譲渡の

時までの間に、事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されていたことがないこと）の要件を満たさないので

適用外となりますので不適切です。 

選択肢３（不適切）相続人の長男が相続開始の直前に対象の住宅で母親と同居しているため、当制度の適用要

件（相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいない家屋であること）を満たさないため適
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用外となりますので不適切です。 

選択肢４（不適切）譲渡する居住用家屋の要件（耐震適合証明書の取得）は満たしていますが、譲渡価格の１

億円以内の要件を満たさないために適用外となりますので不適切です。 

 

【問３０】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）一般的にはマス・マーケティングのコストは、既存顧客を掘り起こしていく営業コストの

「およそ５倍程度」といわれています。 

選択肢２（不適切）インターネットで情報が公開される以前の従来型の不動産営業で、いわゆる「物件中心主

義の営業スタイル」と言われているものです。 

選択肢４（不適切）不動産という商品の性質上、一般消費者がインターネットや情報誌だけで確認し、この物

件が自分にとって一番良いと簡単に選べるほど、不動産取引は単純ではありません。やはり、専門家である不

動産業務従事者（宅地建物取引士や不動産仲介士等）の助けが必要なのです。 

 

【問３１】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）まったく資金計画を行わずに物件案内を行うと、お客様との今後のやりとりのなかでさま

ざまな問題が生じかねません。たとえば、お客様の希望条件だけをもとに、物件を提供し、物件への案内を行

い、「気に入った」からと「購入申込み」を貰えたとしても、お客様の予算が不確定な状況では、お客様の住宅

ローンの利用希望が実現不可能だったり、金融機関の事前審査で金額が減額されたりすれば、成約には至らな

いことになってしまいます。まずは、しっかりと購入計画について相談をすすめてから物件提供、物件案内の

段取りへと進行するようにすべきです。 

選択肢２（不適切）購入時期が１年後のお客様でも、複数の不動産業者にお問い合わせをするというケースが

多くあります。「１年以内」のご希望でも、お客様が気に入った物件であれば、時期を早めて購入されることも

十分に考えられますので、「お客様の迷惑になるので」という気配りは不要です。たとえお客様からの動きがな

くても、「ご参考までに」と物件情報を提供すべきです。また、住宅ローンの金利動向、地価の動向、エリア内

の開発分譲計画等の情報提供もお客様には有益な情報です。積極的に情報提供すべきです。 

選択肢４（不適切）ＢＣランクのお客様にはランクアップ作業が必要です。希望エリアではないが希望物件に

類似する物件が出たときには、物件写真や建物仕様等の情報を提供し、連絡頻度はメールで週１回程度とし、

物件以外の情報も随時提供していくことで、お客様との距離を縮めランクアップにつなげます。 

 

【問３２】 正解 ４（適切） 

解説 

以下、１．２．３ともに、「業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)（国土交通省）」を参照のこと。 

選択肢１（不適切）「書面で行わなければならない」の部分が不適切です。口頭でも良いとされています。 
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選択肢２（不適切）「明記しなくてもよい」の部分が不適切です。不動産鑑定評価書でない事を明記する必要が

あります。 

選択肢３（不適切）「費用は依頼者に請求してもよい」の部分が不適切です。費用の請求はできません。 

 

【問３３】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）下見できなかった物件でも、お客様にとって良いと思われる物件については、担当者への

ヒアリング等により、出来る限り多くの情報を収集したうえで案内すべきです。 

選択肢３（不適切）物件下見の段階では、登記情報の確認や役所調査までは行う必要はありません。 

選択肢４（不適切）他社担当物件でもあり、アポイントなしで居住者宅の状況も知らずに、突然訪問すること

等はクレームにつながりかねないので一般的には行いません。 

 

【問３４】 正解 ３（不適切） 

解説 

物件を限定しすぎると、下見する物件がなくなったりしてしまいます。ある程度、条件に幅を持たせて下見を

行います。お客様の希望をすべて満足させるような物件はほとんどありません。また、お客様の希望条件の優

先順位も変化する可能性があります。そのためには、提供する物件の情報収集や下見物件は、優先順位にでき

るだけ幅を持たせて収集し、下見をしておくことも大切です。 

 

【問３５】 正解 ３（不適切） 

解説 

「中古マンション購入のメリットのみを説明」が不適切です。中古マンション購入のメリットを伝えることは

大切ですが、中古マンションのデメリットや新築マンションのメリット、デメリットについても説明し、理解

を深めていただくことが正しい営業姿勢といえます。 

 

【問３６】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）１物件のみの案内では、比較検討ができません。なるべく比較検討できるよう、複数物件

を案内するよう心掛けるべきであり不適切です。 

選択肢３（不適切）プロとして種々のアドバイスができること、また、さまざまなご質問にも答えられるよう、

同行するのが原則であり、不適切です。 

選択肢４（不適切）ゆっくり見ていただく前提で時間配分をするなどの段取りが必要であり不適切です。 

 

【問３７】 正解 ２（不適切） 
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解説 

「決断を迫る口調のほうが固い契約となります」の部分が不適切です。「決断を迫る口調」は、お客様には新た

な緊張感を持たせたり、必要以上の警戒心を与えてしまいかねず、急に慎重になってしまって話しが前に進まな

くなることもありますので、冷静、穏やかに会話をすすめることが大切です。 

 

【問３８】 正解 ３（不適切） 

解説 

売買に際して、設定されている抵当権が抹消できるかどうかは、売買の当事者にとっては重要な問題です。売

買仲介に際して、設定されている抵当権に係る債務の残高を確認することは重要で、売主への聞き取りのみで

は不十分です。通常のケースであれば、売主から債務返済予定表を呈示してもらい、記載された現在時点での

債務の残高を確認しますが、債務の残高が売買代金額を上回る等の場合には、売主の了解と協力を得つつ当該

金融機関に対して設定されている抵当権に係る債務の残高を正確に確認することが必要となります。 

 

【問３９】 正解 ４（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「建築基準法第４２条第１項１号に該当する道路（道路法による道路）であると判断しまし

た。」の部分が不適切です。建築基準法上の道路種別は、一般に建築確認事務を所管している部署（建築指導課

等）で調査しなければなりません（県の確認事務所管区域で、市町村の窓口が道路判定をしている場合もあり

ます。）。前面道路が市の認定道路である場合、建築基準法第４２条第１項１号に該当する道路（道路法による

道路）となることがほとんどですが、古く行われた土地区画整理事業による道路（４２条１項２号道路）であ

り、区画整理時の幅員の復元のためセットバックが必要であったり、重ねて位置指定道路や旧市街地建築物法

による告示建築線（建築基準法では位置指定道路とみなされます。）が指定されており、その復元が必要である

場合もあります。慎重な調査が必要です。 

選択肢２（不適切）「前面道路は、公道（道路敷地の所有者が国又は地方公共団体である道路）であると判断し

ました。」の部分が不適切です。市の認定道路であっても、私道（道路敷地の所有者が国又は地方公共団体では

ない道路）である場合は多々あり、その場合には、建築確認を取得することや通行することには問題がなくて

も、上下水道・ガス管等の敷設や道路掘削等を行う場合に、原則として道路所有者の承諾が必要となります。

登記事項証明書を取得して、公道か私道かの調査が必要です。また、道路境界確定図を入手したところ、調査

対象土地の一部分が市の認定道路に含まれている（つまり、調査対象土地に私道部分が含まれている）ことが

判明したケースもありますので慎重な調査が必要です。 

選択肢３（不適切）「現況の道の中心線からの水平距離２ｍの線（みなし道路境界線）までセットバックが必要

であると判断しました。」の部分が不適切です。２項道路は、都市計画区域等の指定が行われた時点又は以前か

ら都市計画区域の場合は建築基準法が施行された昭和２５年１１月２３日の時点で、「現に建築物が立ち並んで

いる幅員４ｍ未満の道で、特定行政庁の指定したもの」であり、原則として、いずれかの基準日における道の

中心線を復元する必要があることに留意しなければなりません。実際に、建築基準法上の道路を所管している

部署に照会し、「現況の道の中心線から２ｍセットバック」との回答を得るまでは、判断を保留すべきです。ま

た、道の反対側敷地が既にセットバックしている場合や、境界確定された赤道等があり、現況とは異なるその

中心線が道の中心線と判断される場合、公図上に道の形態がなく、道の両端の敷地が互いに私道負担している

ケースで、その（公図上の）境界線が道の中心線であると判断される場合もあります。なお、当該道の反対側
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にがけ地、川、線路敷地等がある場合は、当該がけ地等の道の側の境界線から水平距離４ｍの線が道路境界線

とみなされます。 

 

【問４０】 正解 １（不適切） 

解説 

「特記事項で整合性が取れていない旨の説明を行い、契約に臨むべき」の部分が不適切です。契約日までに整

合性が取れない調査内容がある場合には、一時取引を停止したり、延期したりする慎重さが必要であり、説明

を行ったからといって契約に臨むべきではありません。 

 

【問４１】 正解 ３（適切） 

解説 

マンションの調査は専ら専有部分の権利関係と、使用状況や設備の状態、そして区分所有建物全体の管理状況

などに力点が置かれますが、本問はそれ以外の「環境の瑕疵」などに関する調査に視点を向けています。宅建

業法第３５条には、周辺環境に関し調査をするべきとの記述はありませんが、買主が購入してから隣に工場や

カラオケスナックなどの臭気や騒音を発生する施設があること、あるいは暴力団事務所が至近距離にあること

などを初めて知ればトラブルになることは明らかです。また、周囲に困惑を与えるような区分所有者や賃借人

が入居している場合なども同様です。私達宅建業者は真摯に買主の立場に立ち、購入の目的が達成できないよ

うな事象が発生していないか、平穏な生活を享受できなくなる暴力団事務所などが影響を与える範囲に存在し

ていないかなど、注意を尽くして調査する義務があります。よって正解は、選択肢３．となります。 

 

【問４２】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「非明示型の媒介契約は締結してはいけません。」の部分が不適切です。国交省が作成した

「標準媒介契約約款（一般媒介契約書）」は、依頼者が重ねて他の宅地建物取引業者に依頼する場合、その宅地

建物取引業者を明示する義務を負う明示型となっていますが、その義務を負わない旨の特約を付け加えること

によって非明示型の媒介契約を締結することができます。 

選択肢２（不適切）契約書には「依頼者の申出」により更新できると規定されており、更新は両者の合意が必

要なので依頼者は必ずしも更新に応ずる義務はありません。 

選択肢４（不適切）「満了後３年以内」の部分が不適切です。請求が可能な期間は、媒介契約の有効期間満了後

２年以内となります。 

 

【問４３】 正解 ３（不適切） 

解説 

宅地建物取引業法には、指定流通機構への登録、登録を称する書面の交付、依頼者に対する業務の処理状況の

報告等が義務付けられていますが、販売活動計画書の作成や売主の承諾を得るなどの、具体的な販売活動につ

いて定められているわけではありません。 
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【問４４】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）一見正しい行動のようですが、当初の物件情報送付時点から３週間も経過していれば、他

業者から情報を入手したいくつかの物件はすでに成約済みとなっているかもしれません。それにもかかわらず、

なんらの確認をしないままに現地案内の約束をすることは、お客様が無駄足を踏むこととなる可能性がありま

す。特に本問のように遠隔地からいらっしゃる場合には交通費も相当高額となることも考え注意が必要です。 

選択肢２（不適切）結果的に取引が無事完了したとはいえ、媒介業者としては契約履行期間中の取引対象物件

に差押え登記がなされるという、権利に関する重要な問題が発生していることを知っていながら告げないこと

は宅建業法第４７条違反になる可能性もありますので不適切です。 

選択肢４（不適切）近隣に騒音源となるピアノ教室の存在可能性につき裏付け調査をせず、かつ自己の判断で

告げないことは、物件引渡し後に買主において受忍限度を超える騒音が発生しているといった苦情に発展した

場合などにおいて、売主から告げられていた重要な事項を故意に告げなかったこととなり、選択肢２と同様、

宅建業法第４７条違反となる可能性があります。 

補足説明：選択肢３．は買主の「特命的な依頼に応じた調査」となるので正しく、正解です。 

 

【問４５】 正解 １（適切） 

解説 

選択肢２（不適切）合意書面のないまま決済日を迎えた際、売主が「実は決済日延期には合意しておらず買主

の違約だ」などの主張を行なうと、買主の債務不履行（履行遅滞）となってしまう危険を含んでいます。かつ、

買主に損害が発生した場合、その原因は媒介業者の業務懈怠（けたい）にあったとされ、責任の一端もしくは

全てを負わされることにもなりかねません。たとえ当事者が遠隔地であっても「合意内容は書面化しておく」

ことが必要です。 

選択肢３（不適切）選択肢２．と同様、買主が融資を受けられない場合には買主の違約となってしまい、媒介

業者の業務懈怠に原因ありとされ、責任の一端もしくは全てを負わされることにもなりかねません。 

選択肢４（不適切）引渡し後、シロアリの害が新たに確認された場合には、告知を巡る重大なトラブルに発展

することになります。また、買主は「そもそもシロアリが出ているような物件なら買っていない。売主に騙さ

れた。」との主張をなす場合が多く、本問においては売主が事実を告知しているのですからなお問題です。また、

そもそも媒介業者として、契約締結に重大な影響を及ぼす事項を秘匿（ひとく）したことになることから、宅

地建物取引業法違反になる可能性があります。 

 

【問４６】 正解 ３（適切） 

解説 

宅建業者ではない買主が「自ら指定した勤務先および自宅は事務所等にあたる」（宅建業法第３７条の２（事務

所以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等）。したがって、それらの場所で買受け等の申し込みを行っ

た場合には、クーリングオフによる解除はできません。それ以外の場所で買受け等の申し込みを行った場合は

クーリングオフによる解除ができます。よって、「自ら指定した勤務先での買受けの申込み」であるためクーリ
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ングオフによる解除ができない選択肢３．が正解となります。選択肢１．２．４．はホテル、レストランでの

買受けの申込みなのでクーリングオフによる解除が可能であり不適切となります。 

 

【問４７】 正解 ３（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「これは当然に売主の瑕疵担保責任を免責することを意味します。」の部分が不適切です。

「現状有姿売買」は、「現状で、何ら手を入れずに外から見える姿のままで売る」というものであり、売主は「表

に現われている」不具合等については責任を負わないが、「見えない部分の」瑕疵（いわゆる隠れたる瑕疵）に

ついては責任を負うという契約です。したがって、隠れたる瑕疵における売主の責任を免責としたいのであれ

ば、必ず「瑕疵担保責任免責」の特約を定める必要があります。  

選択肢２（不適切）保佐人は被保佐人に対して、当然に代理権限をもつのではありません。裁判所の保佐開始

の審判に伴い、保佐人が選任されますが、その際に当事者が代理権限における行為を特定して申立てた場合に

ついてのみ、代理権が与えられます。つまり、本人が代理権限の付与を申し立てないときには、保佐人は被保

佐人に対して代理権限はなく、同意権のみが与えられるにすぎません。したがって、同意権のみが与えられた

保佐人が同意の証として売買契約書等に署名押印した場合には、被保佐人も契約当事者として署名押印を行う

必要があります。 

選択肢４（不適切）「宅地建物取引業法に抵触する行為である」の部分が不適切です。業法第３３条の２には、

宅建業者が宅地建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約の「効力発生が条件に係るもの」

である場合は、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約を制限される規定があります。しかし、本問におい

ては、効力の発生が条件によって停止されている「停止条件」が付されている訳ではなく、すでに生じている

効力を消滅させる条件として「解除条件」が付されているのであり、業法第３３条の２によって売却の契約が

制限されるものではありません。 

 

【問４８】 正解 ２（不適切） 

解説 

未成年者において親権者とは、一般的には父母２名です。未成年者所有不動産の処分には親権者２名の同意が

必要であり、１名のみの同意しか得ていない選択肢２．は不適切です。 

 

【問４９】 正解 ２（不適切） 

解説 

選択肢２の「既に存在している建築物の外部に建築物を付加し」の部分が不適切です。「外部に」でなくても、

床面積を増加させることは全て増築に該当します。よって、２階建住宅の吹抜け部分にもう一つ床を設ける場

合で、床面積の増加があるものは増築に該当します。ただし、小屋裏や床下等の部分を利用して設ける物置で、

その水平投影面積の合計が当該物置を利用する階の床面積の１／２未満、かつ、その内法高さが１．４ｍ以下

である等の定められた条件に適合する部分（いわゆる小屋裏物置等）は床面積に算入されないため、既存建築

物への設置工事をしたとしても、増築には該当しないこととなります。 
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【問５０】 正解 ４（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「結露ではないか」との売主の発言を安易に信用して売買契約締結を締結していますが、媒

介業者としては正確に原因を確認しなければなりません。万一雨漏りや漏水が発生していたとすると、後日大

きなトラブルに発展しかねません。 

選択肢２（不適切）選択肢１．と同様、こうした場合は隣接地所有者や、前所有者に遡るなどして塀の築造の

経緯などを確認し、所有権を明確にする努力が必要です。 

選択肢３（不適切）このケースは一見正しい行動のようですが、こうしたハエなど（チョウバエなど）の類は

下水管の漏水などが原因となって大量発生していることもありますので、決済前に原因を究明するための慎重

な調査が必要です。 

 

【問５１】 正解 ２（不適切） 

解説 

登記申請者から委任された代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しません。（不動産登記法第１７条） 

 

【問５２】 正解 ２（不適切） 

解説 

「登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません。」の部分が不適切です。仮登記の抹消は、不動

産登記法第６０条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができます。 

 

【問５３】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「売主に帰属させる」の部分が不適切です。土地区画整理事業施行区域内の取引対象の土地

について、換地処分後に行われる清算金の徴収・交付の清算金の帰属先を明確にする必要がありますが、実務

上は「買主に帰属させる」のが一般的です。 

選択肢３（不適切）「建物から突き出た軒・ひさし部分は全てこの算定から除かれます」の部分が不適切です。

正しくは、「建物から突き出た軒・ひさし部分については、その先端から水平距離１ｍまでの部分がこの算定か

ら除かれます。」です。 

選択肢４（不適切）「隣地斜線制限の適用を受けます」の部分が不適切です。正しくは、隣地斜線制限の適用は

受けません」です。 

 

【問５４】 正解 ２（不適切） 

解説 

「掘削除去が原則です。」の部分が不適切です。平成２２年の法改正により、摂取経路遮断への移行を意識し、



- 15 - 

講ずべき措置（指示措置）の内容が明確化されました。 

 

【問５５】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切） 区分所有者が区画整理組合あるいは管理会社等に対して 登記費用等の概算金を預託し

ている場合があるため、その費用の有無及び売買当事者間の精算方法の説明を要する旨の記述は正しいが、保

留地においては、清算金の徴収あるいは交付が発生しないことから、清算金に充当する目的で預託金が発生す

る旨の記述の部分が不適切です。 

選択肢３（不適切）十分な説明とは言えません。平成１１年５月１日より、建築基準法第４３条第１項ただし

書については、建築審査会の同意を得たうえで、特定行政庁の許可が必要となりました。それ以前においては、

建築主事が建築確認の中で運用していたにすぎず、特別な許可は必要ありませんでした。したがって、識別番

号など付して「４３条但し書き道路」として管理したりすることもありました。平成１１年５月以降において

は、法４３条但し書きの許可は、建築基準法で定める道路に接しない土地に対して、建築審査会の同意を得た

ものについては特定行政庁が許可をする、という運用が行われています。つまり、「４３条但し書き道路」とい

うのは存在せず、平成１１年５月以前に当該通路に接し、建築確認を受けた土地においても新たに許可が必要

になります。よって、重要事項説明書で「４３条但し書き道路」と説明することは誤りとなります。法４３条

但し書きに基づく許可対象は「建築物」であり、「建築基準法外の道路」ではないことにも注意が必要です。 

選択肢４（不適切）売主が宅建業者の場合で、手付金の額が「手付金等の保全措置を講じる」必要のある額を

受領するケースにおいては、宅建業者はいずれかの方法で保全措置を講じていなければなりません。当然に重

要事項説明書には保全措置について明記する必要があります。しかし現実として保全機関の営業日ではない場

合や、保全措置を講ずることができるまでにかかる期間は、「講ずることができない」ということになります。

あとで講じればよい、５％までを受領しその他の額は預かり証を発行すればよい、という考え方は、宅建業法

に抵触しかねません。 

 

【問５６】 正解 ４（不適切） 

解説 

「（警察官の身分証等の呈示のみで、）ただちに応じることにしました。」の部分が不適切です。警察への捜査協

力であるとしても「捜査関係事項照会書」等の提出に基づいて対応することが必要です。 

 

【問５７】 正解 ３（不適切） 

解説 

枠組材のサイズの単位が間違っています。「これは、２メートル×４０センチの材料が…」ではなく、正しく

は、「２インチ×４インチの材料が…」となります。よって、選択肢３．が不適切です。 

 

【問５８】 正解 ４（適切） 

解説 
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選択肢１（不適切）「１９７０年」が不適切です。新耐震基準の導入は、「１９８１年」です。 

選択肢２（不適切）「工法によって耐震性能は変わります。」の部分が不適切です。耐震性能は、「耐震４原則」

に則っているかどうかであり、各工法による耐震性能の順位づけといった考え方は間違いです。なお、「耐震４

原則」とは、１、家の形に凹凸が少ない。２、上下階の壁が一致している。３、耐力壁を多く取ってある。４、耐

力壁が一方向に偏っていない。の４つの原則のことをいいます。 

選択肢３（不適切）「窓が（東西南北）バランス良く配置されていなかったことが理由」の部分が不適切です。

ほとんどが南側に倒壊した理由は、バランスの良い窓の配置ではなく、「壁（耐力壁／筋交い）が配置されてい

なかった」からです。 

 

【問５９】 正解 １（不適切） 

解説 

「気温に関係なく常に一定です。」の部分が不適切です。正しくは、「空気中に含むことが出来る水蒸気の量は

気温によって変動します」です。温度の低い冬場に結露が多く、ジメジメした気温の高い夏の季節に結露が出

ないのは、「気温によって空気中に含むことが出来る水分の量が変わること」からです。なお、具体的には１㎡

当り気温３０℃で約３０ｇ、２０℃で約１７ｇ、１０℃で約９ｇの水分を含むこと出来るとされています。 

 

【問６０】 正解 ２（適切） 

解説 

選択肢１（不適切）「瑕疵がないことを保証するものです。」の部分が不適切です。正しくは「瑕疵がないことを

保証するものではありません。」です。 

選択肢３（不適切）「検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものです。」の部分が不適切です。

正しくは「検査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。」です。 

選択肢４（不適切）「参考情報として提供することが求められます。」の部分が不適切です。正しくは「参考情報

として提供することが考えられますが、これらについては「検査結果報告書の内容とは別である」旨を明らかに

して行うことが求められます。」です。 

                                             以 上 

 


