


　引き続き令和４・５年度の会長を務めさせていただくことになりました山下で
す。まずは、この２年間はコロナ禍の影響で非常に大変な事業運営でしたが、会
員各位のご協力で無事につつがなく終了したことに心より感謝申し上げます。
　さて、少子高齢化とコロナ禍により、国内の住まいの在り方、働き方が大きな
変動し、さらに地価は都市と地方との格差が大きくなり、地方では生き残りをか
けた地域の再生、活性化が今後さらに注目されると予想されます。その中で福井
県には再来年春に北陸新幹線が敦賀まで延伸され、中部縦貫道も来年秋には九頭
竜湖近くの和泉ＩＣまで繋がる予定で、国家的なインフラが整備されることで交
流人口や物流が増えることは安易に予想されます。しかしこれらの交通網の整備
によって県内の経済収支がどのように推移するかは定かではありません。これはまさに、福井県の地域間競
争力が問われる重要な岐路であり、我々の将来にも大きな影響を与える大事な時期を迎えたという認識が必
要と思われます。会員各位におかれましては、新たな時代に対応できる営業感覚、ハード整備を尚一層強化
されることを推奨するとともに、協会はその支援に努力する所存であります。
　最後になりましたが、NHKのテレビドラマ「正直不動産」が話題となりました。これは不動産業に関する
法の整備と先人の努力により我々の業界の資質と信頼性が向上した証と捉えております。我々はさらに人格
と専門的知識の向上に努め、信頼産業としての県民の信託に応えるよう努力を続けていかなければいけませ
ん。以下に重点目標と課題を挙げさせていただきますので会員諸兄のご理解とご協力をお願いします。
　

公益社団法人
福井県宅地建物取引業協会

会 長　山下 健治

会長就任挨拶

令和４年度の重点目標
　宅建協会は、「福井県民が不動産のことで悩まない、困らない社会を実現する。」ビジョンに向
け、会員のために何をしなければならないかを常に考え、行動する場とする。

令和４年度の重点課題
（1）新ハトマークサイト情報ネットへの対応

　令和4年9月に本格稼働を予定している新ハトマークサイトは、宅建協会にとって大きなイ
ノベーションであり、新たな世代の不動産業となるために不可欠な過程と捉え、会員の早期対
応を支援します。

（2）空き家対策
　空き家購入、賃借時における市町の補助金の充実と拡大が空き家の流通を増やし、社会問
題の解決と会員の業務拡大につながると捉え、行政との協力体制を再構築します。

（3）賃貸住宅管理を行なう会員への支援
　賃貸住宅管理業の法的整備の進捗を受け、賃貸トラブル解消と不動産管理のスタンダードを
確立するため、全国賃貸不動産管理業協会（全宅管理）の福井県支部の設立を目指します。

（4）行政への要望活動
　県会議員や市町の首長との交流、会話を増やし、会員の業務拡大につながる企業誘致や宅
地開発に関する施策の改正や弾力的運用に向けた要望活動を強化します。

（5）公益事業のさらなる充実
　公益社団法人として、さらに充実した公益事業を展開し、業界の社会貢献を目指します。





　本日は皆様お忙しい中、本総会にご出席いただ
きありがとうございます。また、本日はコロナ感
染防止の最前線でもご尽力されておられます福井
県副知事、櫻本宏様にご臨席を頂いております。
協会では昨年度より県との対話を増やしている
中、空き家対策や会員の業務にも適切なご指導、
ご支援を頂いておりますことと併せ、本日のご臨
席を心より感謝申し上げます。

　会員各位におかれましても、このコロナによ
る影響で、家賃や地代の相談や不動産の取引で
も色々な支障や困難に直面され、大変なご苦労さ
れているものと思われますが、地域住民のことを
大切に想い、高い倫理観を持って対応されている
ことと、日頃の協会の事業に深いご理解とご協力
に、深く感謝を申し上げたいと思います。

　さて、昨年は民法が大きく改正され、瑕疵担保責任が廃止され契約不適合責任という大改正がおこなわ
れ、連帯保証人の制度も大きく変わり、今年4月には成人年齢の引き下げも行われ、さらに賃貸住宅管理に
関する適正化法も施行され、すでに管理業者登録も始まっています。このようにここ近年、法的整備がどん
どん推し進められており、それに対応するため、我々会員の対応が非常に重要となっています。そのために
は、全宅連や宅建協会の発行する広報誌も是非内容を熟読し、研修会や講習会等へは必ず出席をお願いする
次第であります。

　また、複雑になる一方である重要事項説明書や契約書作成には、説明すべき内容や基本的な例文や条文が
あらかじめ入力されているクラウド型の重要事項説明や契約書作成システム、ハトサポが稼働しています。
さらに今年7月ハトマークサイトが刷新されて、9月に本稼働します。新しいハトマークサイトに物件登録す
ることでレインズに自動的に登録され、さらに別料金がかかりますが、民間のポータルサイトにも情報が流
れる仕組みが出来上がります。このように、不動産業務の中のデジタル化は第2、第3段階へ今後も加速され
ると思われますので、できるだけ早めの対応をお願いいたします。

　お願いばかりで恐縮ですが、業法第34条売買仲介の場合の売主買主双方から媒介契約の締結を徹底してい
ただきたいことと、分譲地や建売住宅の広告の中「上下水道引込工事費の別途負担金」と表示することは不
動産の公正取引規約にも抵触しますので是非、是正するようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、現在ＮＨＫで「正直不動産」というドラマが話題となっております。あのドラマの
中では不動産業者の本来の在り方が主題になっているように受け止めていますし、不動産業者の社会的認知
が高まってきたことを伝えているものと思います。

　是非、会員の皆様も更なる業界秩序の確立と組織の団結をお願いして会長の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

会長挨拶

会長　山下健治
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無料相談所

地中埋設物

RETIO.NO.124 2022 年冬号 より

　購入した土地にガラだけではなく、建物の地下部
分、梁などが埋設されていたことが、隠れたる瑕
疵に当たるなどとして、買主が売主に損害賠償を
求めた事案において、売主は、契約時に物件状況
報告書でそれらが埋められていることを説明して
おり、隠れた瑕疵には当たらないなどとして、そ
の請求を棄却した事例 ( 東京地裁　令和 2 年 5 月
27 日判決ウエストロー・ジャパン )

　平成27年11月、買主X(原告、不動産業者)と、
売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本
件不動産)について、代金4億5千万円、特約とし
て、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の
担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を
締結し、本件不動産の引渡しを行った。
　本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状
況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等
について、「旧建物基礎を発見している旨、過去
に地下室のある建物が存在していて、当該建物解
体の際、その後駐車場にする目的であったことか
ら、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の
告知を行った。このとき、XからYに、どの程度の
ガラを埋めたかの質問は無かった。
　平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対
して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任
はAの責任と負担において処理するとする売買契約
を締結した。しかし、同年9月1日、XはAより、本
件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売
買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000
万円減額する合意を行った。同年11月、XはYに対
し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとし

1 事案の概要

シリーズ No.87

地中埋設物の存在について、売主は物件状況報告書で説明をしているとして、買主の瑕
疵担保責任請求を棄却した事例

（東京地判・令 2・5・27 ウエストロー・ジャパン）

て、損害賠償を請求する旨の通知を行った。
　令和元年6月、XはYに対し、
・ 本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下

部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、ア
スベストを含有するガラが含まれていたとの報
告もある。

・ 建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、
梁が残っているのか、建物を解体した際にどの
程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は
無く、本件報告書にも記載はない。

・ Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に
出たコンクリート片が若干埋まっている程度の
認識だった。

・ したがって、本件土地中に埋設されていた建物の
梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。

と主張し、Aとの売買における減額合意金額1000
万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴
訟を提起した。
　これに対してYは、
・ 本件売買の際に作成された本件報告書には、敷

地内残存物等について、旧建物基礎を発見して
いる旨、土地上には、過去には地下室のある建
物が存在しており、解体後、駐車場にする目的
であったことから、建物解体時に、これらのガ
ラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建
物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本
件土地に埋められたものを知らなかったはずは
なく、隠れた瑕疵はない。

と主張した。



　裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を棄却した。
(1〉隠れた瑕疵について
　地中埋設物の撤去作業時写真からは、Yが地中
埋設物があると説明した部分以外の土地にコンク
リート破片等が埋設されていたと認めることまで
はできない。また、Xは、本件土地上に、建物基礎
及び建物解体時に生じたガラが埋められているこ
とを認識していたことが認められ、基本的には、
建物の梁及び基礎並びに、コンクリート破片等は
隠れた瑕疵とはいえない。
　Xは、コンクリート片が若干埋まっている程度の
認識であったと主張するが、XはYに対し、どの程
度のガラを埋めたか質問しなかったし、Yが埋設物
を過少に説明した事実もうかがわれない。また、
Xは、ガラについて、鉄の付いてるガラとは思わな
かったと主張するが、XがYに対し、その旨確認し
たとか、Yが鉄の付いているガラが含まれていない
旨説明したといった事情もうかがわれない。さら
に、Xは、アスベストを含むガラも埋設されていた
かのような証言もするが、これをうかがわせる客
観的証拠はない。
　したがって、Xの瑕疵担保責任に基づく請求には
理由がない。

2 判決の要旨 (2〉説明義務違反について
　XとYは、本件売買の際、協議の上、物件状況報
告書等を作成したこと、Yが本件土地に、建物基礎
及び建物解体時に生じたガラが埋められていること
を認識していたことからすれば、YはXに対し、建
物の梁及び基礎並びにコンクリート破片等が埋めら
れていることについて説明していると評価でき、他
方で、YがXに対しガラの量や種類について事実と
異なる説明をした事情はうかがわれない。よって、
説明義務違反に基づく請求にも理由がない。
(3)結輪
　以上より、Xの請求は、理由がないからこれを棄
却する。

　地中埋設物については、引渡し後の工事等で発
覚するケースが多く、埋設物の撤去費用も高額に
なることから、実際の取引においても問題となる
ことが多いと思われる。
　本件は、売主は、買主に対して、契約時に、取
り壊し済みの建物閉鎖謄本を添付し、具体的な埋
設物の内容を説明していることで、隠れた瑕疵に
あたらないと認められており、実務にあたっての
物件調査、説明等を行う際の参考にされたい。( 調
査研究部調査役 )

3 まとめ



不動産の契約をする前のチェックポイント

不動産取引のここがポイント

　不動産の契約をする前には、必ず物件の下見、内
覧をします。
　今回は、そのチェックポイントを説明します。

　まずは、物件のチラシや案内図から交通結節を
見てみましょう。不動産の広告では、最寄りバス
停や駅までの所要時間を１分間で８０ｍを歩く速
度として、チラシや案内図で徒歩○○分と表示し
ています。
　ただし、交差点での信号待ちや坂道等のアップ
ダウンは考慮していません。歩く速さは、年齢や
男女によって違いますので、実際に歩いてみるこ
とをお勧めします。
　また、バスの停留所では、時刻表で始発や最終
時間、平日と休日のバスの便数もチェックしてお
きましょう。駅では、駐輪場の有無や、タクシー
乗り場ですぐ乗車出来るかどうかの待ち時間も確
認しましょう。

１．交通結節　最寄りの駅までの所要
　　時間、交通機関

　物件の内覧を申し込む前に下見をして、環境を
チェックしましょう。
　物件の周囲を歩いて、近くに幹線道路、線路、工
場がある場合のニオイや騒音、振動の有無、加え
て周辺に生活に必要なお店や施設の確認すること
をお勧めします。
　スーパーやコンビニ、ドラックストア、クリーニ
ング店、飲食店、さらには銀行やクリニック、学
校等があるのもチェックするとよいでしょう。
　平日は近隣の工場からの騒音や学校のチャイム
音が聞こえるが、土日はお休みで静かな場合もあ
りますので、平日と休日のチェックも必要です。
　また、昼間は静かでも、夜になると幹線道路の
自動車走行音が響くこともあります。
　できれば物件を決める前に、昼と夜、平日と休
日のように複数回にわたって現地を訪問しておき
ましょう。

２．周辺環境　物件周辺を歩いて環境を
　　チェック

　物件の内覧する際には、敷地が接している道路
の幅員、道路の種類を確認しましょう。接道して
いる間口の広さ、方角、敷地に関することは案内
書面にも記載されていますが、道路の勾配や敷地
の高さ、道路との段差の有無を調べましょう。
　特に道路の幅員が狭かったり、勾配がある場合、
降雪時の車の使用が制限されることもあります。ま
た、前面道路が除雪路線になっているか、防災マッ
プで浸水しやすい地域かどうかの確認も必要です。
　建物の内覧時には、玄関や窓の方角をチェック
してください。
　玄関が北側であれば、部屋は南側、南北の風通し
がよい間取りになり、玄関が西側で部屋が東側も
良いでしょう。集合住宅では、角部屋は窓が側面
にも設けることができて、採光や風通しに優れて
います。エレベータや非常階段に隣接する部屋は、
モーター音や靴音が気になることもありますので、
部屋の中で動作音や足音を確認してください。
　内覧の際には、玄関の位置を確認しながら、内
覧に支障のない範囲で、窓を開けて自分の目で周
囲の建物を確認しましょう。

３．立地条件　方角と接道、日当たり、
　　風通しの確認

　物件の案内図やチラシでは、部屋の広さを畳の
枚数で表示しているものが多くあります。
畳１帖の広さは、１. ８ｍ×０. ９ｍ＝１. ６２㎡以
上と不動産広告の基準によって決められています

（地方で例外もあります）。物件の内覧の際は、部
屋の広さを自分の目で確かめてください。
　内覧の際に、特にテレビとベッドの位置を想定
して家具家電の配置を決めておけば、引っ越して
からの荷物が入りきらないという事態を避けられ
ます。

４．部屋の広さは畳の枚数



　物件の内覧後には、建物の管理状態をチェックしてください。
　集合住宅であれば、ゴミ置き場や生垣の手入れ、エントランスや階段の照明器具の清掃の様子を見れば、
きちんと管理されているかどうかがわかります。
　古い自転車が放置されている駐輪場、集合郵便受けにＤＭやチラシがたまっているなど管理状態が悪い物
件では、入居者の生活が不規則だったり、出入りも頻繁で住み心地が良くないことが予想されます。
　戸建て住宅でも、ゴミ収集所の汚れ具合、街路樹の下草の手入れや雑草が伸び放題の公園、自治会掲示板
の古いお知らせ等、入居してみないとわからないこともありますが、入居してから後悔しないためにも、管
理状態に気を配ることもお忘れなく。

５．ご近所や入居者の質
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宅建 協会 会員業 務支 援サイト

もっと役立つ！もっと使いやすく！

宅建協会会員業務支援サイトハトサポ が
リニューアルしました。

ハトマークグループ会員になってさらに強化された業務上の「困った！」を
多角的にサポートするハトサポをぜひご活用ください。

全宅連安心R住宅 提携大学への推薦制度 価格査定マニュアル
ハトマークシンボルマーク
ご利用に関するガイドライン

他にもたくさんの実務に役立つサービスをご用意！

Web上で様々な契約書類を簡単作成！
ハトマークWeb書式作成システム

NE
W ハトマークWeb書式作成システム

書類制作の入力が煩わしい。。！

最新の法令改正情報に対応した
数多くの書式をいつでもダウンロード

書式ダウンロード

すぐに書類が必要になった！

約640の文例を掲載！
重説や契約書作成時の?を解消

NE
W 特約・容認事項文例集

重説・契約書作成に不安が・・・

宅地建物取引業務に関連する
各種法令等の新設・改正情報をお知らせ

法令改正情報

最新情報を確認したい！

いつでも・どこでも無料閲覧できる
Web研修動画でスキルアップ支援

Web研修

もっと不動産のこと学びたい！

80種類を超える業務に役立つ
商品やサービスをご紹介

提携サービス

こんな時どうしたらいいの？

不動産法務に造詣の深い弁護士による
無料電話法律相談

不動産取引に関するご相談

より正確な意見が欲しい！

会員限定！不動産取引に役立つ
出版物を特別価格販売

出版物のご案内

いつも手元に情報を持っておきたい！
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宅地建物取引士資格試験のご案内

不動産コンサルティング技能試験のご案内

令和 3年度　不動産無料相談所からの開催報告

令和 4 年度宅地建物取引士資格試験が次のとおり行われます

令和 4 年度不動産コンサルティング技能試験が次のとおり行われます

　毎週木曜日（但し、当会が指定する休業日は除く）の午後１時 30 分から４時に福井
県宅建会館にて、当協会理事（宅地建物取引士）で不動産取引実務に精通している相談
員２名を配して、一般消費者から 108 件の相談に応じ、指導・助言を行いました。

　今、世界がめまぐるしく動き、大きく変化している。その中で、福井県も新幹線開業を控える等、今新しい時代
へと突入する。この時代に生きる、そして不動産業を担う私たちにとって、様々な課題克服に向けて、経験と知恵
を振り絞り、地域の信頼を得て必要とされる、大きなチャンスである。
　今号より、福井県宅建協会も新体制となっての、はじめての「宅建ふくい」。先ずは記事を通して、会員の皆様
と協会を繋ぎ、そして福井県民が【不動産のことで悩まない、困らない社会】の実現を目指す礎として。年２回の
発刊である「宅建ふくい」は次号で１３０回目を迎える。担当者一同、更なる内容の充実と愛され、味のある紙面
づくりを心掛け、この歴史ある「宅建ふくい」を時代と共に変え、進化させていかなければならない。

編集後記

※詳細は、当協会のホームページでご確認下さい。

申込受付

申込受付

令
和
３
年
度
相
談
申
出
処
理
件
数

試 験 日

試 験 日
試 験 地

受 験 料

受 験 料

合格発表日

合格発表日

郵　送／令和 4 年 7月1日（金）から7月 29 日（金）消印有効

令和 4 年 7月19 日（火）から 9 月16 日（金）

１　業者について　　　　　… 22 件 ７　税金について　　　　　… 4 件
２　契約について　　　　　… 14 件 ８　登記について　　　　　… 1 件
３　物件について　　　　　… 29 件 ９　建築（建基法含む）について… 3 件
４　報酬について　　　　　… 1 件 10　価格等について　　　　… 2 件
５　借地借家について　　　… 19 件 11　その他　　　　　　　　… 12 件
６　手付金について　　　　… 1 件

計　 108 件

令和 4 年 10 月16 日（日）

令和 4 年 11月13 日（日）
札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄

8,200 円

31,500 円（税込）

令和 4 年 11月 22 日（火）

令和 5 年 1月13 日（金）




