
[売買契約]

宅建試験 令和4年試験問題 解説（©宅建試験ドットコム）

問1

正解 3 

簡単に判例の解説をしておきます。
不動産の権利は、登記がなければ第三者に対抗することができません（⺠法177条）。⼆重譲渡があっ
た場合は、善意・悪意を問わず、登記を先にした⽅がもう⼀⽅に対して所有権を主張できるのが原則で
すが、背信的悪意者（悪意者のうち妨害や嫌がらせ等が⽬的である者）については第三者に当たらない
とするのが判例法理です（最判昭43.8.2）。
この判例では、背信的悪意者は第三者には当たりませんが、背信的悪意者からの転得者は、原則として
第三者に含まれるとしています。よって、もう⼀⽅の譲受⼈とは対抗関係となり、先に登記をしている
⽅が所有権を主張できることになります。

誤り。

第⼀譲受⼈のBに対する関係で背信的悪意者であるCは、⺠法177条の第三者に該当しないので、BはC
に対して登記なくして所有権を主張することができます。よって、CはBに所有権を対抗することがで
きません。

1)

誤り。2)

不動産に関する権利は、登記がなければ第三者に対抗することができません。よって、売買契約の先
後ではなく、先に登記をした⽅がもう⼀⽅に対して所有権を主張できるのが原則です。よって、登記
が未了のBはCに所有権を対抗することができません。

[正しい]。

背信的悪意者からの転得者が第三者に該当するのは、Bに対する関係で背信的悪意者と評価されない
ときに限られます。
本肢は、転得者Dが、第⼀譲受⼈のBに対する関係で背信的悪意者であるときなので、Dは、⺠法177
条の第三者に該当せず、BはDに対して登記なくして所有権を主張することができます。よって、Dは
Bに対して所有権を対抗することができません。

3)

誤り。

登記の未了について悪意である場合でも、背信的悪意者でなければ⺠法177条の第三者に該当しま
す。単なる悪意者が排除されないのは⾃由競争の原理を⼀定程度保護するためです。よって、BとCは
対抗関係となり、先に登記を備えたCはBに所有権を対抗することができます。

4)



[家族法]

[制限⾏為能⼒者]

したがって正しい記述は[3]です。

参考URL: 最判平8.10.29
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52520

問2

正解 3 

したがって誤っている記述は[3]です。

問3

正解 4 

正しい。相続開始前は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができます。
なお、相続開始後の遺留分放棄は⾃由にできます（⺠法1049条1項）。

1)

正しい。相続を放棄するには、相続開始があったことを知った時から原則3カ⽉以内に家庭裁判所に申
し出ることが要件となっています（⺠法915条1項）。被相続⼈の⽣前における相続放棄は、上記の要件
を満たさないので効⼒を有しません。

2)

[誤り]。遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求を⾏使する権利を放棄することを意味し、相続の放棄と
は別個です。したがって、遺留分の放棄をしても相続⼈として財産を相続することはできます。

3)

正しい。遺留分が認められるのは、法定相続⼈である配偶者・⼦・直系尊属に限られており、兄弟姉
妹には遺留分が認められていません（⺠法1042条1項）。兄弟姉妹は、被相続⼈と住居及び⽣計を別に
していることが多く、相続により財産を取得できなかったために⽣活が困窮することは少ないと考え
られるからです。

4)

誤り。成年後⾒⼈は、後⾒監督⼈の同意を得なくても、成年被後⾒⼈の法律⾏為を取り消すことがで
きます。成年後⾒⼈が後⾒監督⼈の同意を得る必要があるのは、成年被後⾒⼈に代わって、営業⼜は
被保佐⼈が保佐⼈の同意を得なければできないとされている財産上の重要な⾏為 を⾏う場合です（⺠

法864条）。
※債務保証、不動産の取引、訴訟⾏為、贈与、相続の承認・放棄、遺産の分割、建築の請負契約など

1)

※

[担保物権]

したがって正しい記述は[4]です。

問4

正解 1 

誤り。成年後⾒⼈は、後⾒監督⼈がいるときを除いて、成年被後⾒⼈と利益が相反する⾏為をするこ
とはできません（⺠法860条）。成年後⾒⼈と成年被後⾒⼈がともに相続⼈である場合を考えると、
成年被後⾒⼈の相続を放棄させることにより、成年後⾒⼈の相続分が増えることになるので、このよ
うなケースでは成年後⾒⼈と成年被後⾒⼈の利益が相反することは明らかです。したがって、単独⾏
為であるというだけで利益相反⾏為とならないとは⾔えません（最判昭53.2.24）。

2)

誤り。成年後⾒⼈は、成年被後⾒⼈を代理して法律⾏為を⾏う法定代理⼈です。保佐⼈は、被保佐⼈
が⾏おうとする財産上の重要な⾏為について同意を与えること、同意を得ることなくなされた上記の
⾏為について取り消すことを主な職務としますが、家庭裁判所の審判により、特定の法律⾏為につい
ての代理権が与えられることもあります（⺠法876条の4第1項）。

3)

[正しい]。未成年者や破産者は成年後⾒⼈となることができません（⺠法847条）。成年年齢の引下げ
により18歳に達すれば成年者となるので、18歳の者も成年後⾒⼈になることができます。

4)

[正しい]。

代価弁済は、抵当不動産の所有権が売買によって移転したときに、抵当権者の主導で抵当権を消滅さ
せる⼿続きです。抵当権者は、抵当不動産の取得者（第三取得者）に対して価格を提⽰し、その価格

1)



したがって正しい記述は[1]です。

を第三取得者が弁済すれば、抵当権は第三取得者のために消滅します（⺠法378条）。第三取得者は弁
済額について売主に求償をする権利を得ますが、通常は売買代⾦と相殺されます（⺠法570条）。

誤り。

賃借権の対抗要件を備えていない建物の借主については、競売の買受けの時から6か⽉間引渡しを猶
予する制度がありますが、本肢では抵当権の対象が⼟地なので、このような保護はありません。した
がって、Eは買受⼈Fに対する甲⼟地の引渡しを拒むことはできません。

2)

誤り。抵当権が設定された⼟地に建物が建築された場合、抵当権者は、⼟地とともに建物も競売にか
けることができます（⺠法389条1項）。建物を競売にかけるかどうかは任意なので、申し⽴てなければ
ならないとする本肢は誤りです。

3)

誤り。

抵当権消滅請求は、抵当不動産の所有権を取得した者（第三取得者）の主導で抵当権を消滅させる⼿
続きです。第三取得者が抵当権者全員に383条所定の書⾯を送り、申出を承諾した抵当権者に第三取
得者が申出額を払い渡すことにより抵当権が消滅する制度です。
抵当権消滅請求は、第三取得者を救済する制度であるため、主たる債務者、保証⼈が⾃⾝の負担を減
らす⽬的では⾏使することができません。よって、主たる債務者であるBが抵当権消滅請求できると
する本肢は誤りです（⺠法380条）。

4)

[条件・期間・時効]

[賃貸借契約]

問5

正解 2 

期間の計算について⺠法が定める原則は次の4つです。

時間で定めたとき

即時から起算する

⽇、週、⽉、年で定めたとき

午前0時から始まるときを除き、翌⽇から起算（初⽇不算⼊）し、期間の末⽇の終了をもって満了する

期間の末⽇が休⽇であるとき

その⽇に取引する慣習がなければ、期間の末⽇はその翌⽇となる

週、⽉、年で定めたとき

暦に従って計算し、起算⽇の応当⽇の前⽇に満了する。応当⽇がない場合は、その⽉の末⽇に満了す
る

したがって正しい記述は[2]です。

問6

正解 3 

誤り。契約が令和5年10⽉17⽇の途中で⾏われているので、初⽇不算⼊により令和5年10⽉18⽇が起
算⽇となります。1年後の応当⽇は令和6年10⽉18⽇、その前⽇の令和6年10⽉17⽇が引渡⽇となり
ます。

1)

[正しい]。契約が令和5年8⽉31⽇の途中で⾏われているので、初⽇不算⼊により令和5年9⽉1⽇が起
算⽇となります。1か⽉後の応当⽇は令和5年10⽉1⽇、その前⽇である令和5年9⽉30⽇が弁済期限と
なります。

2)

誤り。期間の末⽇が休⽇であり、その⽇に取引する慣習がなければ、その翌⽇が期間満了⽇となりま
す。例えば、確定申告書の提出期限⽇が⼟⽇祝である場合には、提出期限は週明けの平⽇になるなど
の例があります。

3)

誤り。契約が令和5年5⽉30⽇の途中で⾏われているので、初⽇不算⼊により令和5年5⽉31⽇が起算
⽇となります。1か⽉後の応当⽇に当たる令和5年6⽉31⽇は存在しないので、⽉末である令和5年6⽉
30⽇が⽀払期限となります。

4)

誤り。①賃貸借契約の場合、契約⽅法や引渡しがあったかどうかにかかわらず、契約の解除を申し⼊
れることはできません。⼝頭契約であっても解除できないので誤りです。
②使⽤貸借の場合、書⾯によらない契約であり、借主に⽬的物を引渡す前であれば、貸主は契約の解

1)



[売買契約]

したがって正しい記述は[3]です。

問7

正解 4 

失踪宣告は、不在者の⽣死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所によって⾏われるものです。失踪宣
告を受けた者は、死亡した者として扱われます。

本問のように失踪宣告を受けた者が⽣存していた場合、本⼈や利害関係者から請求があると失踪宣告が
取り消され、相続など失踪宣告で⽣じた法律効果はなかったことになります。ただし、失踪宣告の取消
しの効果は、失踪宣告から取消しまでの間に「善意」でした⾏為に対しては及びません。

この「善意」という要件がどこまで求められるかというのが本問の論点ですが、判例では、契約当時に
相続⼈と第三者の双⽅が善意であることが必要であるとしています。

除を申し出ることができます。同じく無償の契約である贈与の「書⾯によらない贈与で履⾏前のもの
は撤回できる」と合わせて覚えておくといいでしょう。書⾯で契約しているときは解除できないので
誤りです（⺠法593条の2）。

誤り。①賃貸借契約の場合、貸主の承諾を得ることで、賃借権の譲渡や転貸をすることができます
（⺠法612条1項）。
②使⽤貸借の場合も同じで、貸主の承諾を得ることで、第三者に借⽤物の使⽤収益をさせることがで
きます（⺠法594条2項）。承諾がなければ転貸はできないので誤りです。

2)

[正しい]。①期間の定めのある賃貸借契約の場合、貸主・借主のどちらも中途解約できる特約（解約
権留保特約）があるときに限り、期間内に解約を申し⼊れることができます（⺠法618条）。
②使⽤貸借契約の場合、借主はいつでも契約の解除を申し出ることができます。⼀⽅、貸主側からの
解約は、期間と⽬的の定めがないときにはいつでもできますが、本問のように期間⼜は⽬的の定めが
あるときは、原則として中途解約はすることはできません（⺠法598条3項）。

3)

誤り。①賃貸借契約の場合、契約の本肢に反する使⽤収益によって⽣じた損害がある場合、⽬的物の
返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません（⺠法622条が準⽤する⺠法600条）。5年
と説明しているので誤りです。
②使⽤貸借の場合も同じで、契約の本肢に反する使⽤収益によって⽣じた損害がある場合、⽬的物の
返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません（⺠法600条1項）。

4)

⺠法32条1項
失踪者が⽣存すること⼜は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭
裁判所は、本⼈⼜は利害関係⼈の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合に
おいて、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした⾏為の効⼒に影響を及ぼさない。

”

[賃貸借契約]

よって、（ア）のBが善意でCが善意の場合のみ、甲⼟地の売買契約の効⼒がそのまま残ることになりま
す。したがって[4]が正解です。

問8

正解 3 

地上権と⼟地賃借権は、どちらも他⼈の⼟地を使⽤収益することができる権利ですが、以下の違いがあ
ります。地上権は物権なので強い、賃借権は債権なので弱いというのが特徴です。

⼤判昭13.2.7
⺠法32条1項後段の善意とは、その⾏為が契約であれば、契約の当時、取引当事者の双⽅が善意であ
ることを要する ”

誤り。①地上権について、⺠法では地主の修繕義務を定めていません。
②賃貸借の場合、賃貸⼈は、賃貸物の使⽤収益のために必要な修繕をする義務を負います（⺠法606条1

項）。
よって、①では修繕義務がありませんが、②では修繕義務があります。

1)

誤り。①地上権は物権なので、その処分は権利者の⾃由です。地主に無断で第三者に使⽤収益させた
り譲渡したりすることもできます。
②賃貸借の場合、賃借権の譲渡や転貸をする際には貸主の承諾が必要です。承諾なく第三者に使⽤収
益させたときは、貸主は契約の解除をして賃貸物の返還を求めることができます（⺠法612条）。
よって、①では明渡しを請求することができませんが、②では明渡しを請求することができます。

2)

[正しい]。①地上権は不動産に対する物権なので、それ⾃体に抵当権を設定することができると規定
されています（⺠法369条2項）。
②賃借権は契約に基づいて⽣じる債権なので、それ⾃体に抵当権を設定することができません。な
お、借地上の建物に抵当権を設定すれば、建物の従物として⼟地の賃借権にも抵当権の効⼒が及びま

3)



[家族法]

[条件・期間・時効]

したがって正しい記述は[3]です。

問9

正解 1 

したがって正しいものは「⼀つ」です。

問10

正解 2 

す。
よって、①では抵当権を設定できますが、②では抵当権を設定することができません。

誤り。①地上権は物権なので、権利者は第三者に対する返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求
権を有します。
②賃貸借は債権ですが、対抗要件を備えている場合には、返還請求権、妨害排除請求権が認められて
います（⺠法605条の4）。
よって、①でも②でも、Aは妨害排除請求権を⾏使して、Dの妨害を排除することができます。

4)

正しい。委任は、各当事者がいつでも解除をすることができます（⺠法651条1項）。委任契約はお互
いの信頼関係を基礎としているので、信頼関係がなくなった後も無理やり継続させるのは無意味だか
らです。例えば、宅地建物取引業者に媒介契約を委任していて、信⽤できない業者だったときには直
ぐに解約できます。ただし、相⼿⽅に不利な時期に解除したときや、委任者が受任者の利益をも⽬的
とする委任を解除したときには、やむを得ないときを除き、相⼿⽅の損害を賠償しなければなりませ
ん。

ア.

誤り。親権者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権⼜は管理権を辞
することができます（⺠法837条1項）。

イ.

誤り。後⾒⼈は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
選任も家庭裁判所によって⾏われるので、辞任にも家庭裁判所の許可が必要です（⺠法844条）。

ウ.

誤り。遺⾔執⾏者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができま
す（⺠法1019条2項）。

エ.

誤り。時効取得のための占有は、直接占有のみならず代理占有でも問題ありません。賃借⼈に貸して
いるという状況は、所有者として賃借⼈に⼟地や建物の占有を代理させていることになるため占有は
継続します。

1)

[借地借家法（⼟地）]

したがって正しい記述は[2]です。

問11

正解 3 

したがって正しい記述は[3]です。

[正しい]。占有を失っても、占有回収の訴えを提起したときには占有は継続するため、時効は中断し
ません（⺠法203条）。よって、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算⼊されます。

2)

誤り。所有の意思は、外形的・客観的に定められるべきものであり、占有者の内⼼の意思によって判
定されるものではありません。所有の意思が否定されるためには、占有中に真の所有者であれば通常
はとらない⾏動をとった・当然にとるべき⾏動をしなかったなどの事実や事情が証明される必要があ
ります（最判昭58.3.24）。

3)

誤り。CはBにとって時効完成前に登場した第三者になります。時効の援⽤者は時効完成前の第三者に
対して、登記なくして所有権を主張することが可能です（最判昭41.11.22）。

4)

誤り。借地権設定者の承諾がない場合には、借地権の延⻑効果は⽣じません。
借地権の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき
は、建物の築造について借地権設定者の承諾 がある場合に限り、承諾⽇⼜は建物の築造⽇のいずれか
早い⽇から最低20年間存続します（借地借家法7条1項）。
※築造する旨の通知から2カ⽉以内に異議を述べなかった場合を含む

1)

※

誤り。建物築造による存続期間の延⻑は、⼟地の転借地権者に対しても適⽤されます（借地借家法7条3

項）。よって、転貸借の存続期間中に建物が滅失した場合、転借地権者は建物を再築することができ
ます。

2)

[正しい]。借地上の建物が滅失した場合に、残存期間を超えて存続する建物を建築できないとする特
約は、再築による存続期間の延⻑を認めている借地借家法の規定よりも借地⼈に不利なので無効とな
ります（最判昭33.1.23）。

3)

誤り。建物買取請求権を⾏使したときの代⾦の⽀払いと建物の引渡しは同時履⾏の関係にありますか
ら、借主は代⾦の⽀払いがあるまで建物の引渡しを拒むことができます。しかし、建物の引渡しを拒
んでいる間も建物の敷地を使⽤収益していることになるので、敷地の賃料相当額を不当利得として貸
主に返還しなければなりません（最判昭39.12.4）。

4)



[借地借家法（建物）]

[区分所有法]

問12

正解 1 

したがって誤っている記述は[1]です。

問13

正解 1 

[誤り]。定期建物賃貸借では、あらかじめ賃貸⼈から賃借⼈に対し、契約の更新がなく、期間の満了
により賃貸借が終了する旨を記載した書⾯を交付して説明する必要があります（借地借家法38条3項）。
この更新がない旨を記載した書⾯は、契約書とは別個のものでなければなりませんので、契約書の交
付だけでは定期建物賃貸借契約の要件を満たしません（最判平24.9.13）。

1)

正しい。建物の賃貸借では建物の引渡しが第三者対抗要件になっています。これは定期建物賃貸借契
約でも変わりません（借地借家法31条）したがって、建物の引渡しを受けたAは、その後現れた第三者C
に対して賃借権を対抗することができます。

2)

正しい。床⾯積200㎡未満の居住⽤建物を⽬的とする定期建物賃貸借では、転勤、療養その他のやむ
を得ない事情により、建物を⾃⼰の⽣活の本拠として使⽤することが困難となった賃借⼈は、中途解
約の申⼊れをすることができます（借地借家法38条7項）。この賃借⼈の権利を放棄させる特約は無効と
なるため、中途解約を禁⽌する特約の有無にかかわらず、Aは中途解約を申し⼊れることができま
す。

3)

正しい。敷⾦の返還請求権は、賃貸借が終了し、賃貸物を返還したときに⽣じるため、敷⾦返還と建
物明渡しは同時履⾏の関係にありません。建物明渡しが先履⾏、敷⾦返還が後履⾏です（⺠法622条の2

第1項）。よって、賃貸⼈は、賃借⼈から建物の返還を受けるまでは、敷⾦の残額を返還する必要はあ
りません。

4)

[誤り]。管理者は、集会の決議⼜は規約の定めによって、裁判の原告や被告になることができます。
集会の決議によってなる場合には区分所有者には⼗分に周知されていますが、規約の定めによってな
る場合には区分所有者には裁判の開始を知る機会がありません。このため、規約により原告⼜は被告
となった管理者は、集会招集を通知する⼿続きに準じた⽅法によって、その旨を区分所有者に通知す
ることになっています（区分所有法26条4項・5項）。

1)

正しい。集会の招集は管理者が⾏うのが原則です。しかし、管理者がないときは、区分所有者及び議
決権の各5分の1以上を有する者は、集会を招集することができます。区分所有者及び議決権の定数は
規約で減ずることが可能です（区分所有法34条5項）。

2)

[不動産登記法]

したがって誤っている記述は[1]です。

問14

正解 2 

正しい。管理者の選任と解任は、集会の普通決議事項となっています。よって、規約に別段の定めが
ない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決することとなります（区分所有法39条1項）。

3)

正しい。管理組合法⼈の設⽴は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議で、法⼈と
なる旨、名称、事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることによって⾏います（区分所有法

47条1項）。

4)

正しい。権利に関する登記を申請するときは、所有権の保存登記などの⼀部の登記を除き、申請情報
として登記原因を記載するとともに、添付情報としてその登記原因を証する情報を提供しなければな
りません（不動産登記法61条）。登記原因を証する情報とは、所有権であれば売買契約書、贈与契約
書、遺産分割協議書、抵当権であれば抵当権設定契約書、弁済証書などです。登記官は、登記原因を
証する情報をチェックし、権利移動の実体があったことを確認した上で登記を⾏うことになっていま
す。

1)

[誤り]。登記識別情報は、登記することによって申請⼈⾃らが登記名義⼈となる登記が完了したとき
に、登記所から通知される12桁の識別情報で、権利者本⼈であることを⽰す秘密情報のようなもので
す。

登記名義⼈として登記を申請するときは、真の権利者であることを証明するために、正当な理由があ
る場合を除いて、登記識別情報を提供しなければなりません（不動産登記法22条）。司法書⼠等の代理
⼈が登記を申請するという理由は、正当な理由に含まれないため、登記識別情報の提供を省略するこ
とはできません。なお、正当な理由があるとみなされる場合は以下のケースです（不動産登記準則42
条）。

2)

登記識別情報が通知されなかった場合1

登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合2



[都市計画法]

したがって誤っている記述は[2]です。

問15

正解 3 

登記識別情報を失念した場合3

登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で⽀障が⽣ずることとなる場
合

4

登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に⾏うことができないおそれ
がある場合

5

正しい。登記をすることによって申請⼈が登記名義⼈となる場合には、登記が完了したとき、申請者
に登記識別情報が通知されます。ただし、申請⼈が登記識別情報の通知を希望しなかった場合には通
知は⾏われません（不動産登記法21条）。

3)

正しい。登記完了証は、申請された登記が完了したとき、登記所から申請⼈に対して交付されるもの
です。登記完了証は、印鑑と⾝分証明書を持参して登記所の窓⼝で受け取るのが原則ですが、申請情
報に送付で受け取る旨と送付先住所を記載することにより、郵送で受け取ることもできます（不動産登

記規則182条2項）。なお、登記完了証も申請者が通知を希望しなかったときは交付されません。

4)

正しい。市街化区域については少なくとも⽤途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めない
ものとされています（都市計画法13条1項7号）。

1)

正しい。特別⽤途地区は、⽤途地域内の区域について⽤途制限を加重⼜は緩和するために定められる
地区です。⽤途地域は準都市計画区域内にも定めることができますから、⽤途地域を補完する特別⽤
途地区も定めることができます。

2)

[誤り]。⾼度地区は、建築物の⾼さの最⾼限度と最低限度を定める地区です。容積率について定める
ことはできません。

3)

[都市計画法]

したがって誤っている記述は[3]です。

問16

正解 2 

正しい。⼯業地域は、主として⼯業の利便を増進するため定める地域です（都市計画法9条12号）。⼯業
専⽤地域と異なり、「主として」なので住宅の建築が認められていることが⼤きな違いです。

4)

誤り。市街地再開発事業、都市計画事業、⼟地区画整理事業等の⾏政事業の施⾏として⾏う開発⾏為
は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可⼜は認可を受けているので、そ
の規模にかかわらず開発許可が不要です（都市計画法29条1項4号〜8号）。

1)

[正しい]。博物館は、公益上必要な建築物として都市計画法に規定されています（都市計画法令21条
17号）。公益上必要な建築物の建築する⽬的で⾏う開発⾏為について許可は不要です（都市計画法29
条1項3号）。

2)

誤り。開発区域内に災害危険区域等と呼ばれる以下の区域を含んでいるときには、⾃⼰の居住⽤建物
を建築する⽬的で⾏う開発⾏為を除いて、原則として開発許可を受けることはできません（都市計画
法33条1項8号）。

災害危険区域
地すべり防⽌区域
⼟砂災害特別警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域

3)



[建築基準法]

したがって正しい記述は[2]です。

問17

正解 3 

浸⽔被害防⽌区域

本肢は「⼟砂災害警戒区域」ですから、開発区域内に含んでいても許可を受けることは可能です。

⼟砂災害特別警戒区域

⼟砂災害の発⽣時に、建物の損壊が⽣じ住⺠等の⽣命⼜は⾝体に著しい危害が⽣じるおそれのある
区域

⼟砂災害警戒区域

⼟砂災害の発⽣時に、住⺠等の⽣命⼜は⾝体に害が⽣じるおそれのある区域

誤り。開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがある場合には、開発審査会の議を経ても、
開発許可をすることはできません。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですから、開発許可をすることができるのは13の限定的なケ
ースに制限されています。これらに該当しない場合でも、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開
発許可をすることができますが、このルールで許可をするためには、①開発区域の周辺における市街
化を促進するおそれがない、かつ、②市街化区域内で⾏うことが困難であるという2つの条件がありま
す（都市計画法34条14号）。

4)

誤り。建築基準法の改正により、現存する建物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建1)

[建築基準法]

したがって正しい記述は[3]です。

問18

正解 3 

築物に対しては、改正後の規定は適⽤されません（建築基準法3条2項）。

誤り。建築確認を受ける必要があるのは、以下のいずれかの建築物を建築する場合です。

延べ⾯積が500㎡を超える建築物は、⽊造で延べ⾯積500㎡超、⽊造以外で延べ⾯積200㎡超のいずれ
かに該当するため、建築確認を受けなければなりません。

2)

[正しい]。地⽅公共団体は、必要に応じて、条例で建築物の敷地、構造⼜は建築設備に関して安全
上、防⽕上⼜は衛⽣上必要な制限を附加することができます（建築基準法40条）。

3)

誤り。災害危険区域の建築制限は、地⽅公共団体ごとの条例で定めることとなっています。したがっ
て、⼀律に禁⽌されるわけではありません（建築基準法39条）。

4)

誤り。神社、寺院、教会は、全ての⽤途地域内に建築することができます。1)

誤り。敷地⾯積に対して⼀定割合以上の空地を敷地内に有する場合には、特定⾏政庁が建築審査会の
同意を得て許可をすれば、容積率と各種⾼さ制限について、許可の範囲内で法定の限度を超える建築
物、つまり上に⻑い建築物を建築することができます（建築基準法59条の2）。しかし、建蔽率を緩和す
ると空地が減ってしまい本末転倒ですから、建蔽率は法定の限度を超えることはできません。
⼀⽅、敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する場合には、敷地⾯積にかかわらず、
特定⾏政庁が建築審査会の同意を得て許可をすれば、容積率、絶対⾼さ制限、敷地⾯積の最低限度に
ついて、許可の範囲内で法定の限度を超える建築物を建築することができます。こちらも、建蔽率は
法定の限度を超えることはできません。

2)



[宅地造成等規制法]

したがって正しい記述は[3]です。

問19

正解 4 

[正しい]。都市計画区域⼜は準都市計画区域が定められたとき、その区域内の幅員4ｍ未満の道で、
特定⾏政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます（建築基準法42条2項）。このとき1.8
ｍ未満の道を道路として指定する場合には、建築審査会の同意を得なければならないことになってい
ます（建築基準法42条6項）。

3)

誤り。絶対⾼さ制限が課されるのは、第⼀種低層住居専⽤地域、第⼆種低層住居専⽤地域、⽥園住居
地域の3地域に限られます（建築基準法55条）。第⼀種住居地域の建築物には、この⾼さ制限はありま
せん。

4)

正しい。宅地造成⼯事規制区域内において、排⽔施設の除却⼯事を⾏おうとする者は、許可⼜は届出
済であるときを除き、⼯事に着⼿する⽇の14⽇前までに、都道府県知事へ届け出る必要があります
（宅造法15条2項）。

1)

正しい。宅地造成に関する⼯事のうち、許可が必要となるものを確認しましょう。2)

[⼟地区画整理法]

したがって誤っている記述は[4]です。

問20

正解 1 

切⼟で2ｍ超の崖を⽣じるもの
盛⼟で1ｍ超の崖を⽣じるもの
切⼟盛⼟を合わせて2ｍ超の崖を⽣じるもの
切⼟盛⼟する⼟地⾯積が500㎡超

本肢は⾼さ3ｍの切⼟ですから、当該⼯事に着⼿する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりま
せん。ただし、開発許可を受けている場合に、開発⾏為の範囲内で⾏われる⼯事については宅造法の
許可は不要となります（宅造法8条1項）。

正しい。宅地造成⼯事規制区域内の宅地の所有者・占有者・管理者は、宅地造成に伴う災害が⽣じな
いようその宅地を常時安全な状態に維持する義務があります（宅造法16条1項）。

3)

[誤り]。造成宅地防災区域として指定できる区域は、宅地造成⼯事規制区域外の⼟地で次のいずれか
のうち⼀定の基準を満たす場所です（宅造法令19条1項）。

盛⼟の⾼さが5ｍ未満であっても、造成宅地防災区域として指定できる場合もあるので本肢は誤りで
す。

4)

盛⼟をした⾯積が3,000㎡以上、かつ、盛⼟により地下⽔位が盛⼟をする前の地盤⾯の⾼さを超え
ている

1

盛⼟をする前の地盤⾯が⽔平⾯に対し20度以上の⾓度であり、かつ、盛⼟の⾼さが5ｍ以上である2

切⼟・盛⼟により、地盤の変動、擁壁の沈下、崖の崩落等が⽣じている3

[誤り]。⼟地区画整理組合ではなく、都道府県知事の許可が必要です。
⼟地区画整理事業の認可の公告があった後は、換地処分の公告がある⽇まで、事業の施⾏の障害のお
それのある⼟地の形質変更、建築物や⼯作物の新築、改築、増築、移動が容易ではない物件の設置が
制限されます。組合施⾏の⼟地区画整理事業において、それらの建築⾏為を⾏おうとする者は、都道
府県知事の許可を受けなければなりません（⼟地区画整理法76条1項）。

1)

正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について⼯事が完了した後に⾏うのが原則ですが、
組合施⾏では定款 で定めている場合に限り、⼯事完了前においても⾏うことができます（⼟地区画整

理法103条2項）。
※個⼈施⾏では規約⼜は規準、会社施⾏では定款、公共施⾏では施⾏規程

2)
※

正しい。仮換地の指定⼜は⼯事のために使⽤収益を停⽌され、使⽤収益をする者のいなくなった従前
の宅地は、換地処分の公告がある⽇まで施⾏者が管理します（⼟地区画整理法100条の2）。

3)



[農地法]

したがって誤っている記述は[1]です。

問21
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正しい。換地は従前の⼟地と照応するように定めるのが原則ですが、換地処分により多少の不均衡が
⽣じてしまうのはやむを得ません。そこで⼟地区画整理法では、その差額を⾦銭で解消する「清算
⾦」という仕組みを⽤意しています。換地処分により⼟地の条件が良くなった所有者は施⾏者に対し
清算⾦を⽀払い、逆に条件が悪くなった⼟地の所有者は施⾏者から清算⾦の交付を受けることによ
り、関係権利当事者間で不均衡を是正することになっています。
清算⾦の徴収⼜は交付に関する権利義務は、換地処分により換地の所有権が確定するとともに、換地
所有者と施⾏者の間に確定的に発⽣します。換地処分後に換地を別の⼈に譲渡しても、新所有者に清
算⾦に関する権利義務が移転するわけではありません（⼟地区画整理法104条8項最判昭45.12.21）。
例えば、従前の⼟地が2,000万円、換地が2,200万円として評価される場合、換地所有者は施⾏者に
200万円を⽀払う義務を負います。このとき200万円を払わないまま換地を2,200万円で他の⼈に売っ
て、清算⾦の⽀払い義務を他の⼈に押し付けることができるのはおかしいですよね。

4)

誤り。使⽤貸借では対抗要件を備えることにならないので誤りです。
農地と採草放牧地の賃貸借では、引渡しがあれば、登記がなくても第三者に対してその賃借権を対抗
することができます（農地法16条）。借地借家法でも賃貸借のみが保護されているのと同じで、タダで
借りている⼈をそこまで保護する必要はないということです。

1)

誤り。農地所有適格法⼈以外の法⼈は、原則として、所有権や地上権など農地を使⽤収益する権利を
取得することはできません。ただし、耕作⽬的であり、⼀定の条件を満たせば農地を借り⼊れること
はできます（農地法3条3項）。

2)

誤り。農地の違反転⽤があった場合、都道府県知事等は、以下の者に対して⼟地の原状回復措置を命
じることができます（農地法51条1項）。

違反者から違反に係る⼟地について⼯事等を請け負った者に対しても原状回復措置を命じることがで
きるので、本肢は誤りです。

3)

法4条・5条に違反した者1

許可に付した条件に違反している者2

違反者から違反に係る⼟地について⼯事等を請け負った者3

不正の⼿段で許可を受けた者4

[正しい]。農地法における⼟地の⾯積は、原則として登記簿の地積ですが、登記簿の地積が著しく事
実と相違する場合や登記簿の地積がない場合には、農業委員会が認定した実測値を⾯積として使うこ
とになっています（農地法56条）。

4)

[国⼟利⽤計画法]

[印紙税]

したがって正しい記述は[4]です。

問22

正解 3 

下表は事後届出が不要となる主な場合をまとめたものです。

したがって正しい記述は[3]です。

問23

正解 3 

誤り。契約当事者の⼀⽅⼜は双⽅が、国や地⽅公共団体その他政令で定める法⼈である場合は、事後
届出は不要となります（国⼟利⽤計画法23条2項3号）。よって、売主がA市である本肢のケースは、
事後届出を⾏う必要はありません。

1)

誤り。事後届出では、契約当事者の⽒名、契約年⽉⽇、所在・⾯積、権利の種別及び内容、利⽤⽬
的、対価の額等を届け出ることになっています（国⼟利⽤計画法23条1項）。

2)

[正しい]。⼀団の⼟地を同時期に取得した場合には、取得された合計⾯積によって事後届出が必要か
どうかを判断します。Eが取得した⾯積は「3,500㎡＋2,500㎡＝6,000㎡」で、市街化区域を除く都
市計画区域内の基準である5,000㎡以上ですから、事後届出の対象となります。

3)

誤り。是正措置として契約を取り消す権限はないので誤りです。
都道府県知事は、事後届出があった場合、その届出から3週間以内に、届出者に対して「⼟地の利⽤
⽬的を変更すべきこと」を勧告することができます。勧告に従わない者に対しては、その旨と勧告の
内容を公表することができますが、契約を取り消すことはできません（国⼟利⽤計画法26条）。

4)



[固定資産税]

したがって正しい記述は[3]です。

問24

正解 2 

誤り。覚書や念書などの表題であったとしても、契約の成⽴、変更、補充を証する書⾯は、印紙税法
上の契約書に当たります（印紙税法通達12条）。後⽇、正式⽂書を作成することが明⽰されていても課
税⽂書であることは変わりません（印紙税法通達58条）。よって、印紙税が課されます。

1)

誤り。1つの⽂書に同じ区分である記載⾦額が複数存在する場合、その合計⾦額が⽂書の記載⾦額とな
ります（印紙税法通達24条(1)）。⼟地の譲渡と建物の譲渡は「不動産の譲渡（第1号の1⽂書）」という
同じ区分なので、本肢の記載⾦額は双⽅を合計した「6,000万円＋3,000万円＝9,000万円」となりま
す。

2)

[正しい]。覚書や念書などの表題であったとしても、契約の成⽴、変更、補充を証する書⾯は、印紙
税法上の契約書に当たります（印紙税法通達12条）。契約の変更の場合には、変更内容に印紙税法上の
重要な事項が含まれれば課税⽂書となりますが、⼟地の賃借権における重要な事項の⼀つとして「設
定期間」があるため、契約期間を変える当該覚書は課税対象となります（印紙税法通達別表2）。

3)

誤り。印紙税法上の⼟地の賃借権とは、賃貸借契約に基づき賃借⼈が⼟地を使⽤収益できる権利をい
います。駐⾞場を利⽤するための賃貸借契約は、駐⾞場という施設（建物）を借りるためのものです
から⼟地の賃借権ではありません。建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ではないので、印紙税は
課されません。

4)

誤り。特別徴収は給与や年⾦から天引きで納付する⽅法、普通徴収は送付されてきた納付書で納付す
る⽅法です。固定資産税の徴収は普通徴収によって⾏われます（地⽅税法364条1項）。原則としては、
4⽉頃に送られてきた納付書により、4⽉、7⽉、12⽉、2⽉の4期に分けて納付することになります。

1)

[正しい]。⼟地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、固定資産課税台帳に登録された⾃
分の⼟地・家屋の価格を、他⼈の⼟地・家屋の価格と⽐較し、適切かつ公平であるかどうかを確認で
きるようにするために⾏われます。
他⼈の⼟地や家屋の価格を含めてみることができるため縦覧期間は限られており、災害その他特別の
事情がある場合を除き、毎年4⽉1⽇から①4⽉20⽇⼜は②当該年度の最初の納期限の⽇のいずれか遅
い⽇以後の⽇までの間となっています（地⽅税法416条1項）。

2)

誤り。固定資産税の賦課期⽇（税を課する⽇）は1⽉1⽇です。条例により別の⽇にすることはできま
せん（地⽅税法359条）。

3)

誤り。固定資産税の納税義務者は、原則としてその年1⽉1⽇時点の所有者です。質権と期間100年を
超える地上権の⽬的となっている⼟地についてはその権利者、災害等で所有者が不明な場合には使⽤

4)

[地価公⽰法]

[宅地建物取引業・免許]

したがって正しい記述は[2]です。

問25

正解 2 

したがって誤っている記述は[2]です。

問26

正解 2 

宅建業法上の事務所とは、以下のいずれか該当する場所です（宅建業法令1条の2）。

者に課することができるという例外はありますが、当然に賃借権者に課されることはありません（地

⽅税法343条1項）。

正しい。⼟地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、次に挙げる事項を官報で公⽰す
ることになっています（地価公⽰法6条）。単位当たりの⾯積、地積、形状はいずれも公⽰すべき事項
となっています。

1)

標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番1

標準地の単位⾯積当たりの価格及び価格判定の基準⽇2

標準地の地積及び形状3

標準地及びその周辺の⼟地の利⽤の現況4

その他国⼟交通省令で定める事項5

[誤り]。建物や定着物付きの⼟地を評価する際には、それらが存在しないものとして評価します。
正常な価格とは、何の権利も建物も存在していない更地について、⾃由な取引が⾏われたとした場合
におけるその取引において通常成⽴する価格のことをいいます（地価公⽰法2条2項）。

2)

正しい。不動産鑑定⼠が、公⽰区域内の⼟地について正常な価格を求めるときは、公⽰価格を規準と
しなければなりません（地価公⽰法8条）。「公⽰価格を規準とする」とは、対象⼟地の価格を求めるに
際して、当該対象⼟地とこれに類似する利⽤価値を有すると認められる1⼜は2以上の標準地との位
置、地積、環境等の⼟地の客観的価値に作⽤する諸要因についての⽐較を⾏い、その結果に基づき、
当該標準地の公⽰価格と当該対象⼟地の価格との間に均衡を保たせることをいいます（地価公⽰法11

条）。

3)

正しい。公⽰区域とは、都市計画法に規定する都市計画区域その他の⼟地取引が相当程度⾒込まれる
ものとして国⼟交通省令で定める区域です。ただし、国⼟利⽤計画法の規制区域は除かれます（地価公

⽰法2条1項）。

4)



[報酬関連]

したがって正しい記述は[2]です。

問27

正解 1 

本店⼜は⽀店（主たる事務所⼜は従たる事務所）1

継続的に業務を⾏なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限
を有する使⽤⼈（政令に定める使⽤⼈）を置くもの

2

誤り。商業登記簿に登載されていなくても、宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使
⽤することができ、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものであり、かつ、政令
で定める使⽤⼈（⽀店⻑、営業所⻑、店⻑等）などの契約締結権限を⾏使できる者が置かれていれ
ば、宅建業法上の事務所に該当します（宅建業法令1条の2第2号）。

1)

[正しい]。本店は宅地建物取引業を営んでいなくても事務所に該当しますが、宅地建物取引業を営ま
ない⽀店は事務所には該当しません（解釈運⽤-第3条第1項関係）。

2)

誤り。事務所には、標識と報酬額表を掲⽰し、従業者名簿と帳簿を備える必要はありますが、免許証
の掲⽰義務はありません。主たる事務所であってもこれは同じです。事務所に掲げる標識には免許証
番号、免許有効期間、商号・名称、専任の宅建⼠の⽒名などを記載することになっているので、取引
関係者はそれで免許の内容を確認することができるからです。

3)

誤り。本肢は「30⽇以内」の部分が誤りです。
宅地建物取引業者は、法定の数の宅地建物取引⼠を⽋くこととなった場合、2週間以内に必要な措置
を執らなければなりません（宅建業法31条の3第3項）。

4)

[正しい]。特別の依頼に基づき⾏った遠隔地への現地調査に要した特別の費⽤であり、事前に依頼者
から費⽤負担についての承諾があれば、法定の報酬限度額とは別途受領することができます（解釈運

⽤-告⽰第九関係）。本肢の場合、①特別の依頼、②特別の現地調査費⽤、③依頼者が事前に費⽤負担を
承諾という条件を満たすので、現地調査費⽤を別途受領することができます。

1)

誤り。通常の借賃の算定に、不動産鑑定業者の鑑定評価を求める必要はありません。
宅地建物の使⽤貸借（無償の貸し借り）の媒介では借賃がないので、当該宅地建物の通常の借賃をも
とにして報酬額が決まります（報酬告⽰4）。この「通常の借賃」は、その宅地建物が賃貸借される場
合で通常定められる適正かつ客観的な賃料を指すものであり、その算定には必要に応じて不動産鑑定
業者の鑑定評価を求めることとされています（解釈運⽤-告⽰第四関係）。

2)

誤り。依頼に際して依頼者の承諾があれば、その依頼者から借賃1⽉分の0.55倍を超えて受けること
ができますが、双⽅から受ける報酬の合計は借賃1⽉分の1.1倍を超えてはいけません。
居住⽤建物の媒介では、双⽅から受ける報酬の合計は「借賃1⽉分＋消費税（1.1倍）」が限度となり

3)

[35条書⾯]

したがって正しい記述は[1]です。

問28

正解 1 

ます。また、依頼を受けるにあたって依頼者からの承諾がない場合には、依頼者の⼀⽅から受けるこ
とのできる報酬額は「借賃0.5⽉分＋消費税（0.55倍）」が限度となります（報酬告⽰4）。

誤り。消費税抜きの価格が400万円以下である宅地建物の売買の媒介⼜は代理で、通常の売買の媒介
⼜は代理と⽐較して現地調査等の費⽤を要する場合には、媒介⼜は代理契約時に依頼者にその旨を説
明し、売主から承諾を受けているときに限り、その現地調査費⽤の実費を通常の報酬額に加算できま
す（報酬告⽰8）。ただし、この特例により計算した報酬は次の⾦額以内でなければなりません。

媒介の場合 18万円＋消費税相当額 … ①
代理の場合 通常の媒介の報酬額＋①

本肢は上記の要件をすべて満たしているので、現地調査費⽤を加算することができます。媒介の場合
には「18万円×1.10＝198,000円」が限度となりますから、本肢の20万200円は違反していると判断
できます。
【参考︓報酬限度額の計算】
⼟地代⾦は80万円ですから、消費税抜きの建物代⾦は「(300万円－80万円)÷1.1＝200万円」。消費
税抜きの代⾦合計は280万円なので、通常の報酬額は「280万円×4%＋2万円＝132,000円」、加算
できる現地調査費⽤は「180,000円－132,000円＝48,000円」、通常の報酬額と現地調査費⽤の合計
に消費税相当額を加えて「(132,000円＋48,000円)×1.10＝198,000円」となります。

4)

[正しい]。重要事項説明書(35条書⾯)は、取引に関与した宅地建物取引業者が買主や借主に対して交
付するものですから、買主である宅地建物取引業者は⾃分⾃⾝に対して重要事項説明書を交付する義
務はありません。

1)

誤り。重要事項説明書の記載内容は、買主や借主の契約締結の判断に多⼤な影響を及ぼすので、最新
の情報をもとに作成する必要があります。宅地建物取引業者は、重要事項説明書の記載事項のうち知
らない事項や不明確な事項については調査する義務を負います。本肢は、調査義務を怠っているため
宅建業法違反となります。

2)



[宅地建物取引⼠]

したがって正しい記述は[1]です。

問29

正解 3 

誤り。重要事項説明書(35条書⾯)は、取引に関与した宅地建物取引業者が買主や借主に対して交付す
るものですから、売主に対しては交付する義務はありません。

3)

誤り。重要事項説明書の作成と交付は、宅地建物取引業者が⾏うことになっています。宅地建物取引
⼠が⾏うのは、重要事項説明書への記名と説明です。

4)

正しい。禁錮以上の刑に処されると、登録の⽋格事由に該当することとなります（宅建業法18条1項6
号）。登録の⽋格事由に該当することとなった宅地建物取引⼠は、その⽇から30⽇以内に登録をして
いる都道府県知事に届け出なくてはなりません（宅建業法21条2号）。

1)

正しい。宅地建物取引⼠が事務停⽌処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引⼠証をその交付を
受けた都道府県知事に提出しなければなりません（宅建業法22条の2第7項）。この提出義務に違反した
者は、10万円以下の過料に処されます（宅建業法86条）。

2)

[誤り]。宅地建物取引⼠証の交付や更新の際に受講するのは、国⼟交通⼤⾂ではなく、都道府県知事
が指定する講習で申請前6か⽉以内に⾏われるものです（宅建業法22条の2第2項）。後半の宅地建物取引
⼠証の有効期間が5年という説明は適切です。

3)

正しい。宅地建物取引⼠は、宅地建物取引⼠の信⽤⼜は品位を害するような⾏為をしてはなりません
（宅建業法15条の2）。信⽤を害する⾏為には、職務として⾏われるものに限らず、職務に必ずしも直
接関係しない⾏為や私的な⾏為も含まれます（解釈運⽤-第15条の2関係）

4)

[業務上の規制]

[媒介契約]

したがって誤っている記述は[3]です。

問30

正解 3 

したがって正しいものは「三つ」です。

問31

正解 1 

誤り。割賦販売とは、代⾦の全部⼜は⼀部について、⽬的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、
かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます（宅建業法35条2項）。
本肢は「6か⽉以上」としているので誤りです。

ア.

正しい。犯罪収益移転防⽌法は、犯罪で得た収益のマネーロンダリングやテロ資⾦供与の防⽌を⽬
的として、特定事業者が特定取引を⾏うときにおける顧客の本⼈確認、確認記録や取引記録の作成及
び7年間の保存、疑わしい取引の届出等の義務を定めた法律です。⾝近な例だと、銀⾏で預⾦⼝座の開
設、200万円以上の現⾦取引、10万円以上の振込の際に本⼈確認書類の提出が求められることなどが
この法律による規制です。
宅地建物取引業者は、この法律の特定事業者であり、「宅地・建物の売買契約の締結⼜はその代理若
しくは媒介」が特定取引として指定されています（犯罪収益移転防⽌法別表）。

イ.

正しい。宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育
を⾏うよう努めなければなりません（宅建業法31条の2）。宅地建物取引⼠には法定講習が義務付けら
れていますが、それ以外の従業者にはないため、宅地建物取引業者が主体となり研修を開催したり、
⼜は各種研修に参加させたりすることで従業者に宅建建物に対する専⾨知識を教育しようとする規定
です。

ウ.

正しい。宅地建物取引業者の使⽤⼈その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建
物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。退職した後も同
様です（宅建業法75条の3）。

エ.

[正しい]。媒介する物件の価額に意⾒を述べる際に根拠を明⽰するのは宅地建物取引業者の義務なの
で、その価額の査定等に要した費⽤を依頼者に請求することはできません（解釈運⽤-第34条の2関係）。

1)

誤り。媒介する物件の価額は、媒介契約の別にかかわらず必ず記載すべき事項なので、⼀般媒介契約
でも媒介契約書に記載しなければなりません。

2)



[37条書⾯]

したがって正しい記述は[1]です。

問32

正解 1 

誤り。専任媒介契約の有効期間は3か⽉以内でなければなりません。これは媒介契約を更新するとき
でも、依頼者から申出があったときでも同じです（宅建業法34条の2第4項）。

3)

誤り。宅地建物取引業者は、売買⼜は交換の媒介をしたときは、媒介契約の別にかかわらず依頼者に
媒介契約書を交付しなければなりません（宅建業法34条の2第1項）。媒介契約書の交付義務がないのは
貸借の媒介のときです。

4)

[誤り]。売主Aの従業者である宅地建物取引⼠の記名を⽋いているので、宅建業法違反となります。
本肢では売主と媒介業者の⼆者が宅地建物取引業者です。宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物
取引業者は、契約の当事者に37条書⾯を交付する義務を負います。このケースでは、売主Aは買主Cに
対して、媒介業者Bは売主A及び買主Cに交付義務を負うこととなります（宅建業法37条1項）。
取引実務ではそれぞれが37条書⾯を交付するということはなく、契約書⾯の内容を確認し、それぞれ
の業者が宅地建物取引⼠をして記名をした上で、いずれかの業者が代表して交付すれば⾜ります。

1)

正しい。宅地建物取引⼠は、取引の関係者から請求があったときは、いつでも宅地建物取引⼠証を提
⽰しなければなりません（宅建業法22条の4）。37条書⾯の交付時には宅地建物取引⼠証の提⽰は義務
ではありませんが、買主から請求されたときには提⽰しなければなりません。

2)

正しい。⾃ら売主となる宅地建物取引業者が保全措置が必要となる⼿付⾦等を受領しようとする場合
は、保全措置の概要が重要事項説明の内容となります（宅建業法35条1項10号）。しかし、保全措置
の概要は37条書⾯の記載事項ではありません。

3) [宅地建物取引⼠]

したがって誤っている記述は[1]です。

問33

正解 2 

正しい。売買契約において種類若しくは品質に関して契約不適合責任に関する定めがある場合、その
内容を37条書⾯に記載しなければなりません（宅建業法37条1項13号）。これは売主が宅地建物取引
業者である場合に限られません。

4)

誤り。宅地建物取引⼠登録の⽋格事由となっているのは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者
と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者」です（宅建業法18条1項1号）。法定代理⼈から同意を得て、

ア.



[35条書⾯]

したがって正しいものは「⼆つ」です。

問34

正解 4 

営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有する未成年であれば、登録を受けることができます。

誤り。宅地建物取引⼠が、登録を受けている都道府県とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業
者の事務所に勤務することになった場合には、登録の移転をすることができます（宅建業法19条の

2）。専任の宅地建物取引⼠について、勤務する事務所と同じ都道府県知事の登録でなければならない
という要件はなく、また登録の移転は義務ではないので、「移転しなければならない」とする本肢は
誤りです。

イ.

正しい。事務禁⽌処分期間中の宅地建物取引⼠は、登録の移転を申請することができません（宅建業

法19条の2）。
ウ.

正しい。登録を移転した際に交付される取引⼠証の有効期間は、従前の取引⼠証の有効期間と同じ
になります（宅建業法22条の2第5項）。取引⼠証には「●年●⽉●⽇まで有効」という形で有効期間が
記載されていますが、登録の移転をしたときに新たに発⾏される取引⼠証の有効期間の⽇付は、従前
の取引⼠証の有効期間の⽇付と同じになるということです。

エ.

正しい。既存建物の売買・貸借であるときには、過去1年以内に建物状況調査を実施しているかどう
か、実施している場合にはその結果の概要が重要事項説明の内容となります。また、関連して設計図
書、点検記録その他建物の維持保全の状況に関する書類の保存状況も説明事項となっています（宅建
業法35条6項の2）。

1)

正しい。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴う災害発⽣のおそれのある区域です。いわゆる危険性の
ある区域なので、取引態様を問わず重要事項説明の内容となっています（宅建業法規則16条の4の3第
1号）。

2)

[35条書⾯]

したがって誤っている記述は[4]です。

問35

正解 4 

正しい。建物の取引では、⽯綿の使⽤有無について調査結果が記録されている場合にその内容を説明
する必要があります（宅建業法規則16条の4の3第4号）。ただし、この説明義務は当該調査の実施⾃
体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないので、宅地建物取引業者⾃らが調査を実施する必要
はないので注意が必要です。

3)

[誤り]。耐震診断を受けている旨だけでなく、その内容を説明しなければなりません。
旧耐震基準の建物の取引では、当該建物が所定の者の⾏う耐震診断を受けたものであるときは、その
内容が重要事項説明の内容となります。

4)

誤り。宅地建物取引業者は全従業者に対し、従業者証明書を携帯させなければならず、従業者は取引
関係者からの請求に応じて従業者証明書を提⽰しなければなりません（宅建業法48条1項・2項）。従業
者証明書の提⽰に代えて宅地建物取引⼠証を提⽰することは認められません。

1)

誤り。法⼈Bが宅地建物取引業者であるときは、重要事項説明書の内容の説明をする必要はないので
誤りです。
重要事項説明書の作成と交付は、買主や借主が誰であってもしなければなりませんが、その説明は買
主や借主が宅地建物取引業者であるときに限り省略することができます（宅建業法35条6項）。

2)

誤り。重要事項説明書の説明と交付は、契約が成⽴するまでの間に⾏う必要があります。本肢は、重
要事項説明書の交付と説明を「契約が成⽴したとき」、つまり契約後に⾏うとしているため誤りで
す。

3)

[正しい]。宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書⾯を交付す
る義務を負います（宅建業法37条1項）。37条書⾯の交付は、買主や借主が宅地建物取引業者であっ
ても省略できないので、FはGに対し、37条書⾯を交付しなければなりません。

4)



[35条書⾯]

したがって正しい記述は[4]です。

問36

正解 1 

したがって正しい記述は[1]です。

[正しい]。既存建物に関する取引であるときには、設計図書、点検記録その他建物の維持保全の状況
に関する書類の保存状況が重要事項説明の内容となっています（宅建業法35条6項の2）。この書類は
具体的には、①建築確認済証、②検査済証、③建設住宅性能評価書、④建築物や設備の定期調査報告
書、⑤旧耐震基準の住宅が新耐震基準等に適合していること確認できる書類の5種類です。これらの書
類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載して説明しなければなりません（解釈運⽤-第35条第

1項第6号の2関係）。

1)

誤り。代⾦系の記載事項を整理すると下表のようになります。代⾦や借賃については額・⽀払時期・
⽅法のいずれも重要事項説明の内容となっていません。

2)

誤り。⽔害ハザードマップに関する説明は、取引態様を問わず必要で、取引の対象となる宅地⼜は建
物の位置を含む⽔害ハザードマップを、洪⽔・内⽔・⾼潮のそれぞれについて提⽰し、当該宅地⼜は
建物の概ねの位置を⽰すことにより⾏います。⽔害ハザードマップの存在だけを説明したり、⽔害ハ
ザードマップを添付したりするだけでは⾜りません（解釈運⽤-規則第16条の4の3第3号の2関係）。

3)

誤り。物件の引渡しの時期は、37条書⾯の記載事項ではありますが、重要事項説明の内容とはなって
いません。

4)

[業務上の規制]

[8種制限]

問37

正解 2 

したがって正しいものは「⼆つ」です。

問38

正解 4 

正しい。建築確認等の必要な処分を受ける前は公告をすることができないのが原則です。しかし、
建築確認を受けた後、変更の確認の申請書を提出している期間についても、当初の確認の内容で広告
を継続することは問題ないとされています。また、当初の確認の内容をあわせて表⽰すれば、変更の
確認の内容を広告しても良いことになっています（解釈運⽤-第33条関係）。

ア.

誤り。宅地や建物を広告するときは、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することは禁⽌されています（宅

建業法32条）。そういった広告をすること⾃体が禁⽌されているので、たとえ問合せや申込みがなかっ
た場合でも、宅建業法違反となります。規制対象となる広告の媒体は特段限定されていないので、イ
ンターネット上での誇⼤広告も規制対象となります（解釈運⽤-第32条関係）。

イ.

正しい。取引態様（売主・貸主・代理・仲介(媒介)）の別は、広告をするたびに明⽰する必要があ
ります。また、注⽂を受けたときにも改めて取引態様の別を明⽰する必要があります（宅建業法34

条）。

ウ.

誤り。クーリング・オフをすることができなくなるのは、代⾦全額を⽀払い、かつ、物件の引き渡し
を受けたときです（宅建業法37条の2第1項2号）。物件の引渡しを受けたにとどまる場合は、クーリ
ング・オフができないわけではありません。

1)

誤り。クーリング・オフは、宅地建物取引業者が⾃ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主と
売買契約をするときに適⽤されるので、本肢のように宅地建物取引業者が⾏った買受けの申込みは、
クーリング・オフによって撤回することはできません（宅建業法78条）。

2)



[保証協会]

したがって正しい記述は[4]です。

問39

正解 4 

誤り。クーリング・オフは、事務所等で買受けの申込みをした場合には適⽤されません。宅地建物取
引業者とは無関係なのに事務所等としてみなされる場所として、「買主が⾃ら指定した場合の⾃宅⼜
は勤務先」があります（宅建業法規則16条の5第2号）。本肢は、買主の勤務先での売買契約ですが、
売主業者の申出より場所が指定されているので、クーリング・オフの適⽤があります。

3)

[正しい]。クーリング・オフにより売買契約の解除があった場合には、宅地建物取引業者は、速やか
に、買受けの申込み⼜は売買契約の締結に際し受領した⼿付⾦その他の⾦銭を返還しなければなりま
せん（宅建業法37条の2第3項）。

4)

誤り。保証協会は、還付に関する認証申出書を事務処理する場合、保証協会が認証申出書を受理した
順序に従って⾏うことと定められています（宅建業法規則26条の7第1項）。取引成⽴時期の順序だと、認
証の申出のつど処理順が変わることになるので事務処理が煩雑になるのと、取引成⽴時期の先後によ
って事務処理を待つ時間が変わるのは公平ではないため、このような取り決めになっているのでしょ
う。

1)

誤り。保証協会が弁済業務保証⾦を供託する先は、法務⼤⾂及び国⼟交通⼤⾂の定める供託所（東京
法務局）です（宅建業法64条の7第2項）。本肢は「社員の主たる事務所の最寄りの供託所」としている
ので誤りです。

2)

誤り。保証協会の社員が保証協会に納付する弁済業務保証⾦分担⾦は、現⾦でのみ納付ができます。
本店は60万円、⽀店1つにつき30万円と⾦額がべらぼうに⾼いわけではないので、営業保証⾦のよう
に有価証券でもって納付することはできません（宅建業法64条の9第1項）。

3)

[35条書⾯]

したがって正しい記述は[4]です。

問40

正解 2 

[正しい]。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅建業者以外）は、その取引によ
り⽣じた債権に関し、弁済業務保証⾦について弁済を受ける権利を有します。この「取引をした者」
には、その者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含みます（宅建業法64条の8第1

項）。

4)

違反する。対⾯以外で⾏う重要事項説明（IT重説）は、テレビ会議やテレビ電話等、動画と⾳声を
同時に、かつ双⽅向でやり取りできる環境で⾏わなくてはなりません。電話のみのように映像を確認
することができない環境では要件を満たさないので、宅建業法違反となります。

ア.

違反する。宅地建物の取引の媒介をした宅地建物取引業者は、買主や借主に対して重要事項説明書
を交付し、宅地建物取引⼠をして記名及び説明する義務を負います。本肢では貸主が宅地建物取引業
者ですが、⾃ら貸主となる業者には重要説明の義務はないので、媒介業者のみに義務があります。し
たがって、貸主の宅地建物取引業者とその代表者にその事務を⾏わせて、⾃らの義務を怠った媒介業
者の⾏為は宅建業法違反となります。また説明するときに宅地建物取引⼠証を提⽰していないという
点でも違反と⾔えるでしょう。
重説作成代⾏サービスも存在しているようなので、貸主が作成した重説を交付することは問題なさそ
うです。しかし、媒介業者の宅地建物取引⼠以外の者に説明を⾏わせている点は確実に違反です。

イ.

違反しない。重要事項説明書への記名と説明を⾏うもの、37条書⾯に記名する者は、その事務を⾏
うべき宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引⼠であれば誰であっても構いません。

ウ.

違反しない。テレビ会議を⽤いた重要事項の説明（IT重説）が有効となるためには以下の要件があ
ります。

宅地建物取引⼠及び重要事項の説明を受けようとする者が、図⾯等の書類及び説明の内容について
⼗分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双⽅が発する⾳声を⼗分に聞き取ることができる
とともに、双⽅向でやりとりできる環境において実施していること。
宅地建物取引⼠により記名された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとす
る者にあらかじめ送付していること（相⼿⽅の承諾を得て、電磁的⽅法により提供する場合も含
む）。
重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受ける
ことができる状態にあること並びに映像及び⾳声の状況について、宅地建物取引⼠が重要事項の説
明を開始する前に確認していること。
宅地建物取引⼠が、宅地建物取引⼠証を提⽰し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地
建物取引⼠証を画⾯上で視認できたことを確認していること。

エ.



[営業保証⾦]

[媒介契約]

したがって違反しないものは「⼆つ」です。

問41

正解 2 

したがって誤っているものは「⼆つ」です。

問42

正解 2 

本肢は、⾳声確認、映像確認、宅地建物取引⼠証の提⽰、重要事項説明書等の事前送付という全ての
要件を満たしてから説明を始めているので、有効なIT重説となります。

誤り。営業保証⾦の取戻しは、①免許の有効満了、②廃業等による免許失効、③免許を取り消され
たとき、④事務所の廃⽌で供託額が法定の額を超過することとなったとき、⑤保管替えで新たに供託
したときにすることができます（宅建業法30条1項）。免許取消処分を受けたときも、その理由を問わ
ず、所定の⼿続きにより営業保証⾦を取り戻すことができます。

ア.

正しい。営業保証⾦が法定の額に不⾜することとなった場合、免許権者から当該宅地建物取引業者
に対して、不⾜額を納付すべき旨の通知書が送付されます。宅地建物取引業者はこの通知書の送付を
受けた⽇から2週間以内に不⾜額を供託しなければなりません（宅建業法28条1項）。

イ.

正しい。保証協会は、社員が取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申
出があったときは、必要があると認めるときは当該社員に対して⽂書または⼝頭による説明や、資料
の提出を求めることができます。当該社員は正当な理由がある場合を除き、この求めを拒むことがで
きません（宅建業法64条の5第2項・3項）。

ウ.

誤り。還付権者が弁済を受けられる限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証⾦分担⾦の額に相
当する額（本店60万円、⽀店1つにつき30万円）ではなく、もし保証協会の社員でなかったならば供
託しなければならない営業保証⾦に相当する額です（宅建業法64条の8第1項）。本店1,000万円、⽀店1
つにつき500万円というあの規定額です。

エ.

誤り。専属専任媒介契約では、1週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければなりません。2週間
に1回以上というのは専属でない専任媒介契約の場合の報告頻度です（宅建業法34条の2第9項）。

1)

[正しい]。宅地建物取引業者が、媒介する物件の売買価額・評価額について意⾒を述べるときは、依
頼者に対して根拠を明らかにしなければなりません（宅建業法34条の2第2項）。この根拠の明⽰⽅法は
⼝頭でも書⾯でも良いとされています（解釈運⽤-第34条の2関係）。

2)

[8種制限]

したがって正しい記述は[2]です。

問43

正解 2 

したがって誤っている記述は[2]です。

誤り。(専属)専任媒介契約の有効期間は3か⽉以内でなければなりません。これは媒介契約を更新する
ときでも、依頼者から申出があったときでも同じです（宅建業法34条の2第4項）。

3)

誤り。指定流通機構への登録は、専任媒介契約においては宅地建物取引業者の義務となっています。
また宅地建物取引業者は登録の際に指定流通機構から交付された書⾯を、依頼主に引き渡す義務を負
います（宅建業法34条の2第5項・6項）。

4)

正しい。売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではないときに交付された⼿付は、いか
なる名⽬であろうとも解約⼿付の性質を持つことになります。買主から売主に⼿付が交付された場
合、相⼿⽅が契約の履⾏に着⼿するまでは、買主は⼿付を放棄して、売主は⼿付の倍額を現実に提供
することで契約解除することができます（宅建業法39条2項）。したがって、買主は、売主であるAが契
約の履⾏に着⼿するまでの間は、⼿付を放棄することで契約を解除することができます。

1)

[誤り]。契約不適合に関し通知すべき期間ではなく、契約不適合責任を負う期間を1年にしているため
誤りです。
売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではないときは、契約不適合責任に関し、買主か
ら売主に通知すべき期間について「引渡しの⽇から2年以上」とする場合を除き、⺠法の規定である
「知った時から1年以内に通知」よりも買主に不利な特約をすることはできません（宅建業法40条1

項）。⺠法上は、契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば、後は契約不適合責任が5年または
10年の消滅時効によって消えるまで売主の責任を追及することができます。しかし、本肢の特約では
この売主が責任を負う期間そのものを短縮する旨であるため、⺠法の規定より不利として無効となり
ます。

2)

正しい。売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではないときは、損害賠償額の予定と違
約⾦の定めは、合計で代⾦の2割以下でなければなりません（宅建業法38条1項）。2,500万円の2割は
500万円ですから、合計で500万円とする特約は有効に定めることができます。

3)

正しい。売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではない場合における割賦販売では、⽀
払われた代⾦の額が代⾦総額の3割以下である間は所有権の留保（所有権を売主に留めること）が認
められています。しかし、3割を超える代⾦を受け取った後は、物件を引渡し、登記も移転しなくては
なりません。このとき引き渡した物件について残代⾦の担保として譲り受けることは禁⽌されていま
す（宅建業法43条2項）。

4)



[37条書⾯]

[住宅瑕疵担保責任履⾏法]

問44

正解 4 

したがって違反するものは[4]です。

問45

正解 3 

違反しない。本肢では売主Aと買主の代理業者Cの⼆者が宅地建物取引業者です。宅地建物取引業の取
引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書⾯を交付する義務を負います。このケース
では、売主Aは買主Bに対して、媒介業者Cは売主A及び買主Bに交付義務を負うこととなります（宅建
業法37条1項）。
代理業者Cに対しては37条書⾯の交付義務はありませんが、交付しても違反とはなりません。

1)

違反しない。37条書⾯について宅地建物取引⼠でなければできない事務は、37条書⾯への記名だけで
あり、交付は宅地建物取引業者の義務です。よって、宅地建物取引⼠ではない従業者が交付を⾏って
も問題ありません。

2)

違反しない。代⾦関係の記載事項を整理すると下表のようになります。代⾦・借賃以外の⾦銭の授受
に関する定めがあるときは、37条書⾯にその額・授受の⽬的、授受の時期について記載しなければな
りません（宅建業法37条1項4号）。

3)

[違反する]。本肢では売主・買主・媒介業者の三者が宅地建物取引業者です。この場合、売主は買主
に対し、買主は売主に対して、媒介業者は売主及び買主に対して37条書⾯の交付義務を負います。37
条書⾯は三者が内容を確認し、三者それぞれの宅地建物取引⼠が記名したもの作成し交付する必要が
あるので、各⾃作成して保管するのは違反となります。

4)

誤り。本肢では買主が宅地建物取引業者です。新築住宅の買主が宅地建物取引業者であるときは資⼒
確保措置を講じる義務はありません（履⾏確保法2条6項2号ロ）。

1)

[住宅⾦融⽀援機構法]

したがって正しい記述は[3]です。

問46

正解 1 

誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約には、①保険⾦額が2,000万円以上、②保険期間が引渡しから
10年以上、③宅地建物取引業者が保険料を負担するなどの要件があります（履⾏確保法2条7項）。保
険期間が10年未満の保険契約では上記要件を満たさず、資⼒確保措置を講ずる義務を果たせないの
で、短縮することはできません。

2)

[正しい]。宅地建物取引業者は、基準⽇から3週間を経過する⽇までに、基準⽇前10年間に⾃ら売主
として販売した新築住宅について、住宅瑕疵担保責任の履⾏を確保するため住宅販売瑕疵担保保証⾦
を供託していなければなりません（履⾏確保法11条1項）。

3)

2021年9⽉30⽇以前は、各基準⽇において供託をしていなければなりませんでしたが、改正によ
り、基準⽇から3週間を経過する⽇までに供託すればよいことになりました。 ”

誤り。履⾏確保措置のために供託している額が、基準⽇において法定の額を超えることとなった場
合、免許権者の承認を受けたうえで、供託所に払い戻し請求をすることにより取り戻すことができま
す（履⾏確保法9条、同16条で準⽤）。

4)

[誤り]。機構は、⾃ら居住する住宅若しくは親族が居住する住宅の建設・購⼊に必要な資⾦の貸付け
に係る⾦融機関の貸付債権の譲受けを業務として⾏っています。
なお、当該住宅に付随する⼟地⼜は借地権の取得に必要な資⾦の貸付けに係る⾦融機関の貸付債権も
この対象です（機構法令5条1項）。

1)

正しい。⽣命保険では、被保険者の死亡のみならず⾼度障害状態となった場合にも、死亡保険⾦と同
額の⾼度障害保険⾦が⽀払われます。団体信⽤⽣命保険でも被保険者が重度障害状態となった場合、
⽀払われる⽣命保険の保険⾦を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができるようになってい
ます（機構法13条1項10号）。

2)

正しい。証券化⽀援事業（買取型）において、住宅⾦融⽀援機構が譲り受ける貸付債権は、原則とし
て以下の条件すべてを満たすものです。

償還⽅法は、元利均等返済と元⾦均等返済のどちらであってもOKです（機構業務⽅法書3条6号）。

3)

償還期間が15年以上50年未満1

貸付利率が全期間固定⾦利2

償還⽅法が毎⽉払い（ボーナス併⽤払い含む）の元利均等返済⼜は元⾦均等返済3



[不当景品類及び不当表⽰防⽌法]

したがって誤っている記述は[1]です。

問47

正解 4 

したがって正しい記述は[4]です。

正しい。住宅⾦融⽀援機構は、住宅の建設などに必要な資⾦の貸付けに係る⾦融機関の貸付債権の譲
受けを⾏い、その債権を担保として資産担保証券を発⾏して投資家から資⾦の調達を⾏っています。

4)

誤り。⼈によって歩く速度は異なるので、徒歩による所要時間については道路距離80ｍにつき1分で
換算して時間表⽰しなければなりません。このとき1分未満の端数は切り上げて1分とします（表⽰規

約規則9条(9)）。

1)

誤り。契約済物件のように、物件は存在するものの実際には取引の対象となり得ない物件を表⽰する
ことは、おとり広告に該当します。おとり広告をすることは禁⽌されており、故意や過失がなくとも
不当表⽰に問われることがあります（表⽰規約21条）。

2)

誤り。管理費については1⼾当たりの⽉額を表⽰するのが原則です。ただし、住⼾により管理費の額が
異なる場合であって、全ての住⼾の管理費を⽰すことが広告スペースの関係で困難なときは、最低額
及び最⾼額のみで表⽰することができます（表⽰規約規則9条(41))。最⾼額だけでは不当表⽰になりま
す。

3)

[正しい]。建築条件付⼟地とは、購⼊から⼀定の期間内に指定の建築業者との間で建築請負契約を締
結することを条件として売買される⼟地のことです。建築条件付⼟地の広告では、建物を含んだ価格
であると誤認されるのを防ぐために「取引の対象が⼟地である旨」を記載するとともに、建築条件付
きである旨、建物請負契約を締結すべき期間、建築条件が成就しなかったときの措置を表⽰しなけれ
ばなりません（表⽰規約規則7条(1)）。

4)

[不動産の需給・統計]

[⼟地の形質・地積・地⽬及び種別]

問48

正解 4 

したがって正しい記述は[4]です。

参照URL: 令和4年試験需給統計対策
https://takken-siken.com/toukei_taisaku_2022.html

問49

正解 2 

誤り。令和3年の新設住宅の着⼯⼾数は、持家は前年⽐9.4%増加、貸家は4.8%増加、分譲住宅は
6.1%減少となっており、増加したのは持家と貸家、減少したのは分譲住宅です。

1)

誤り。令和3年1⽉以降の1年間の住宅地の地価は、三⼤都市圏平均が0.5%増加、地⽅圏平均が0.5%
増加となっており、どちらも上昇しています。

2)

誤り。令和3年の全国の⼟地取引件数は約133万件となり、横ばいで推移しています。令和元年分は
131万件なので減少ではなく微増の傾向にあります。

3)

[正しい]。不動産価格指数は、不動産の取引価格情報をもとに、全国・ブロック別・都市圏別等の不
動産価格の動向を2010年時点を100として指数化したものです。宅建試験では新出の指標です。
全国の商業⽤不動産総合の季節調整値（令和4年8⽉31⽇公表値）は、以下のようになっています。

2020年（令和2年）

Q1︓121.2、Q2︓119.4、Q3︓117.9、Q4︓121.5

2021年（令和3年）

Q1︓122.7、Q2︓123.6、Q3︓125.7、Q4︓127.3

2021年（令和3年）の全国の商業⽤不動産総合の季節調整値は、第1四半期から第4四半期まで連続で
前四半期の値と⽐べて増加しています。

4)

宅建試験の法令基準⽇は4⽉1⽇ですが、統計問題は法令に関する問題ではないので資料の公表⽇
または指定⽇の指標を基準にして解答することになります。本試験問題の作成には令和4年8⽉31
⽇時点の公表値が⽤いられたようですが、問題⽂に⽇付の記載はありませんでした。その後、令和
4年9⽉30⽇公表分において数値が更新され、Q1→Q2が▲0.0%の減少に転じたことにより、本問
は正解がない没問として扱われることとなりました。当サイトでは、肢4に"（令和4年8⽉31⽇公
表）"と追加することで問題として成⽴するように改題しています。

”



[建物の形質・構造及び種別]

したがって不適当な記述は[2]です。

問50

正解 4 

適切。台地の上の浅い⾕は、集中豪⾬時などに⼀時的に洪⽔流の流路となったり、下流側に盛⼟など
があるとそれに遮られて浸⽔したりすることがあるので注意を要します。

1)

[不適切]。低地とは周辺に⽐べて低い⼟地や海抜の低い⼟地のことです。低地は軟弱な⼟が堆積して
いることが多く、洪⽔による被害や地震による陥没・液状化などの災害危険度が⾼いので、住宅とし
てはいい⽴地とは⾔えません。

2)

適切。埋⽴地は⼀般に周囲や海⾯に対して数ｍの⽐⾼を持っています。基本的には液状化のリスクが
⾼い⼟地ですが、地盤改良や護岸構築など適切な措置が講じられていれば、住宅地としての利⽤も可
能です。

3)

適切。ハザードマップポータルサイトは、洪⽔・⼟砂災害・⾼潮・津波・道路防災情報・地形分類の
情報を地図上で確認できるものです。

4)

適切。在来軸組構法は、柱や梁などを組み合わせた軸組で建物を⽀えるものです。軸組は床と屋根の
間の⾻組み、⼩屋組は屋根部分の⾻組み、床組は床部分の⾻組みを指します。

1)

適切。在来軸組構法の軸組は、⽔平材として、基礎の上で1階床を⽀える⼟台、1階と2階の間で2階床
を⽀える胴差、柱を上部で連結する桁があり、垂直材として柱と耐⼒壁があります。

2)

適切。⼩屋組は屋根部分の⾻組みであり、垂直材と⽔平材の組合せで⽀える和⼩屋と、三⾓形の軸組
（トラス構造）で⽀える洋⼩屋があります。

3)

したがって不適当な記述は[4]です。

[不適切]。真壁は柱が⾒えるように壁を仕上げる⽅法、⼤壁は柱が⾒えないように壁を仕上げる⽅法
です。本肢の記述とは逆で、真壁だけで仕上げるのが和⾵構造、⼤壁だけで仕上げるのが洋⾵構造で
す。また両者は併⽤されることもあります。

4)


