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テーマ１

売買契約の重要事項説明の具体的書き方について

第１章 重要事項説明をめぐる最近の留意すべき動向
第１、民法改正の影響
（ 社会的規範に照らし）責めに帰すべき （現民法）大陸法系
事由

（改正民法）英米法系
契約及び取引上の社会通念に照らして責め 契約当事者の契約に関する具
に帰すべき事由
体的な合意が重視されるよう
になる。
令和２年４月１日に施行された民法(債権法)改正案では「契約及び取引上の社会通
念に照らして」という文言が多用されています。例えば、契約違反(債務不履行)の損
害賠償請求では、従来、単に「責めに帰すべき事由」とあったのを「契約及び取引上
の社会通念に照らして責めに帰すべき事由」となり、善管注意義務に関する改正法４
００条も「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、
契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意
をもって、その物を保存しなければならない。」として従来なかったアンダーライン部分が
追記されています。

「契約及び取引上の社会通念」については、「契約の内容（契約書の記載内容等）の
みならず、契約の性質（有償か無償かを含む）、当事者が契約をした目的、契約の締結
に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情を考慮し、取引通念をも勘案して、
評価・認定されるものである。」と記されています。このように、契約書の内容以外の
事情も考慮するとありますが、法務省は、民法改正の部会資料(79‐3、8頁以下)の中
で、「当事者の具体的合意は、取引通念よりも優先する。」旨を明言しており、今後の
実務では契約書に合意内容を詳細に具体化することで、契約の内容に関する解釈のま
ぎれを防止しようとする傾向が強まると推測できます。その結果、
「一般的な社会規範」
を基準に契約を解釈する立場から、当事者の具体的合意を重視して契約内容を解釈す
る立場に転換することになり、英米法的色彩が強くなると思われます。最近の最高裁
の判決も「契約文言重視」の傾向を強めていますが、改正民法施行後は、不動産取引
の実務面でも更に契約文言重視の傾向が強まると思われます。その意味で、既に大手
の売買契約書が特約・容認事項を事細かに書き入れるスタイルをとり始めていますが、
このようなスタイルが今後のスタンダードなものになると思われます。

特

約

条

項

〈特約条項>
１、本件売買代金の残金は、買主負担にて売主指定の金融口座に振り込み送金とし、買主の残代
金にて売主の本契約条項第〇条（負担の消除）記載の「抵当権の抹消」を行うことを買主は予
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め承諾する。
２、売主は、平成○○年○月○日までに確定測量図を作成し、買主に交付するものとするが、隣
地所有者の協力が得られない等、売主の責めに帰さない事由により平成○○年○月○日までに
買主に交付できない場合には本契約は当然白紙になるものとし、その場合は、売主は直ちに手
付金を無利息で返還し、買主は売主に対し、違約金等一切の金銭的請求、法的請求をなし得な
いものとする。
３、本物件敷地内において、平成〇年頃、死亡事件（殺人）が発生したが、事件当時の建物は、
「お祓い」をして取り壊しをしているとのことである。以上の点は 契約不適合に該当するも
のではなく、買主は売主に対し、損害賠償その他法的請求をなし得ないものとする。
４、売主は、第〇条のとおり、引渡から 1 年間、瑕疵担保責任を負うが、本物件は築 20 年を経
過しており屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備に
ついては相当の自然損耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承認し、それを
前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである（それらの状況を種々考慮、協
議して当初予定していた売買代金から金５０万円を値引きしたものである）
。買主は、それぞ
れの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年
変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があった
としても、それらは契約不適合に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものと
し、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする。
５、買主は、下記の容認事項を確認・承諾の上、購入するものとし、下記事項について売主に対
し、解除、損害賠償、修補、代金減額請求等の一切の法的請求をなし得ないものとする。
<容認事項>
１、本物件周辺は第三者所有地となっており、将来開発事業及び建物(中高層建築物等)の建築ま
たは再築がされる場合があります。その際、周辺環境・景観・眺望・及び日照条件等が変化す
ることがあります。
２、
「法令に基づく制限」については、重要事項説明時点における内容であり、将来、法令の改
正等により本物件の利用等に関する制限が附加、または緩和されることがあります。
３、本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保する為にアンテナやブースターの
設置ケーブルテレビの引込み等が必要になる場合があります。それらの費用は買主の負担とな
ります。
４、本件土地の地盤・地耐力調査は行っておらず、本物件上に新たに建物を建築する際、その建
築会社等から地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等
が必要になる場合があります。その場合には買主の負担となります。
５、本物件地域には自治会(町会)等があります。よって自治会(町会)費用や取り決め等がありま
すので、買主はそれを継承し、遵守するものとします。またゴミ出しも自治会(町会)等の指示
に従って下さい。
６、本物件東側道路に○○市の街路灯があります。
７、本物件の北側隣接地(地番:○番○)の甲野太郎氏所有の建物の屋根の雨樋部分（幅約 10 ㎝、
長さ 5 ｍ）の塀の一部が越境してきております。なお、この越境物の撤去については別添の
覚書が売主と甲野太郎氏間で交わされています。
８、7 番 5 と 7 番 6 の境界上の現況の塀は隣地との共有物であり、修繕・やり替え等を行う際、
その所有者と協議及び承諾が必要となります。
９、本物件北側隣接地は現在コインパーキングの為、利用に伴い振動、騒音、臭気等が発生する
場合があります。

第２、大手の多くは、契約の特記事項と重要事項説明の特記事項は連動して作
成される
契約書の特約は、当事者の合意であるのに対し、重要事項説明は、宅建業者の重要
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な事項に関する説明であります。当事者を拘束させる効力をもたらせるためには、契
約書の特約に記載する必要があります。しかし、特約事項は重要な事項でありますか
ら、重要事項説明書にも記載すべきです。どこに、どのように記載するかはケースに
より異なりますが、備考欄に書く場合もあれば、重要事項説明書の場合は「その他」
、
契約書の場合は、
「特約」の欄に、まとめて書く場合もあり、また、備考欄と「その他」
「特約」欄に分けて書く場合もあると思います。いずれにしても、両者に矛盾がない
ようにする必要があります。
大手の不動産会社と取引交渉していると契約の特記事項と重要事項説明の特記事項
は連動して作成されることがわかります。ちなみに、最初に交渉するのがこの特記事
項部分であり、その際、当事者は互いに正確な情報提供することが重要になります。
例えば売主は土壌汚染の有無などの地歴や心理的瑕疵、アスベスト、耐震に関する家
歴等であります。また、買主は反社会的勢力の帰属の有無等です。そうすることによ
ってフェアーな交渉、条件設定をすることが可能になるのです。その意味で重要事項に
該当する情報の事前開示は極めて重要になります。

ポイント１ 大手の不動産会社では特約特記事項と重要事項特記事項は連動して作
成される。
ポイント２ 当事者が最初に交渉するのがこの特記事項部分であり、その際、当事
者は互いに正確な情報提供することが重要になる。

第２章

重要事項説明に関する基本的留意点

第１、なぜ、今、重要事項説明書が注目されているのか
重要事項説明は取引の要です。その善し悪しがすべてを決めます。

【解 説】
① 重要事項説明は、宅地建物取引業者の業務の中において、非常に重要な地位を占
めるものであり、その説明の上手下手によって、滞りなく取引が終わったり、逆に苦
情、紛争に結びついたりするものです。
② 国土交通省及び都道府県で取り扱う不動産に関する紛争事例においても重要事項
説明に関するものは、常に30％前後と高い割合を占め、全宅保証の弁済業務でも相当
多数にのぼっています。したがって、重要事項説明を誤った結果、多額の損害賠償を
請求されるという事例が最近多発しています。
③ 平成13年4月1日から消費者契約法が施行されましたが、同法は不実告知等(説明者
の故意・過失を必要としない)を契約の取消原因としたため、今後は、重要事項説明書
に誤りがあると本体の契約が取消される可能性がでてきました。
④ インターネット等を主流としたIT時代が到来し、仲介業の本質は、物件情報の提
供に加え、複雑な宅地建物の取引について専門家の立場で調査・説明することが強く
要請されるようになっています。
⑤ 不動産を流動化させるためには「不動産の証券化」が進んでいますが、その影響
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もあって買主には収益還元を中心とした適正な価格の提示することが必要になってき
ており、その前提として不動産の状況を正確に把握、認識せしめることが必要になっ
てきました。その社会的要請こそ宅地建物取引業者に求められる重要事項説明にほか
ならないと言われはじめています。

第２、重要事項の説明者は誰か。
【トラブル事例】宅地建物取引士（以下「取引士」という）の資格を持たない従業者
に重要事項説明をさせていたことを客から監督官庁に通報されて７日の業務停止とな
った事例
重要事項説明は資格のある取引士にさせなければなりません。
【解 説】
宅地建物取引業法第35条第１項は、宅地建物取引業者は取引士に重要事項説明をさ
せなければならないとしていますので、説明者は取引士です。よく、取引士の資格を
持たない会社代表者や従業者が重要事項説明をしている事例がありますが、法的に許
されないことです。法はそのような事態を防止するため、重要事項を説明する際は、
取引士は、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引士証を提示しなければならない
として、取引士証の提示を義務付けています。
重要事項説明義務違反の基準例
違反行為の概要

業務停止期間

（１）次のいずれかに該当する場合（（２）の場合を除く。）
① 法第35条第1項又は第2項の書面に、同条第1項から第3号
各号に掲げる事項の一部を記載せず、又は虚偽の記載をし
た場合
② 法第35条第1項又は第2項の書面は交付したものの、
説明はしなかった場合
③ 取引士以外の者が、法第35条第1項又は第2項の規定
による重要事項説明をした場合
（２）（1）①から③までのいずれかに該当する場合において、
当該違反行為により関係者の損害が発生した場合（（3）の
場合を除く。）
（３）（2）の場合において、当該関係者の損害の程度が大であ
ると認められる場合。
（４）法第35条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1
項又は第2項の書面を交付しなかった場合（（5）の場合を
除く。）
（５）（4）の場合において、当該違反行為により関係者の損害
が発生した場合（
（6）の場合を除く。）
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7日

15日
30日

15日

30日

（６）（5）の場合において、当該関係者の損害の程度が大であ
ると認められる場合。

60日

情状等による主な加重軽減措置
①複数の違反行為に対し監督処分をしようとする場合の加重
・各違反行為に対する業務停止期間のうち、最も、長期であるものの２分の３倍と
する。
②違反行為を重ねて行った場合の加重
・過去５年間に監督処分を受けていた場合、業務停止期間を２分の３倍とする。
③関係者の損害の程度等による加重・軽減
・損害の程度が特に大きい場合、違反行為の態様が悪質な場合は、業務停止期間を 2
分の３倍に加重することができる。
・損害の程度が軽微な場合は、業務停止期間を４分の３倍に軽減することができる。
④関係者に対し十分な損害補填を行った場合の軽減
・関係者に損害が発生した場合であっても、直ちに、十分な損害補てんをした場合
は、業務停止処分ではなく、指示処分とすることを可能とし、業者の誠実な対応（紛
争処理、補てん措置等）を促す。

第３、複数の宅地建物取引業者が取引に関与する場合に説明義務を負うのは誰
か。
【トラブル事例】売主業者が重要事項説明義務を負わないと誤解し、元づけ業者に重
要事項説明を任せきりにしていたところ、その説明に誤りがあったために、他の業者
と連帯責任を負わされた事例
売主業者にも説明責任があるので、事前にその重要事項説明の内容をチェッ
クしたり、あるいは説明が難しそうなところは、資料をもらって確認するな
どのチェックをする必要があります。平成28年の宅建業法の改正により、平
成29年４月１日以後の取引では、宅地または建物の取得者または借主となる
者が宅地建物取引業者である場合における重要事項説明では、重要事項の記
載書面の交付のみで足り、説明が不要になりました。

【解

説】

売主業者

元付業者

アンコ業者

客付業者

買主

１、そもそも重説の説明義務を負うのは元付け業者か、客付け業者か、業者が売主の
場合売主業者なのでしょうか。結論は全員に説明義務があるのです。つまり、連帯責
任となります。
２、前述のように平成29年４月１日より宅建業者に対する重要事項説明の簡素化（宅
建業法第35条新第6項及び新第7項）が図られ、宅建業者が宅地又は建物の買主又は借
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主となる場合には、重要事項説明については、説明を不要とし書面交付で足りるもの
とされます。
これに伴い、重要事項説明について、説明を省略し書面交付のみとする場合は、重
要事項説明書の「その他」欄に下記記載例のように記載してください。
なお、全宅連版重要事項説明書では、頭書の「説明をする宅地建物取引士」という
文言や、買主（譲受人※）・借主の記名押印欄に「頭書宅地建物取引士から宅地建物取
引士証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受け
ました。」との記載がありますが、宅建業者は今回の宅建業法改正を理解しているとし
て、特段の修正はしていません。
※譲受人とは、交換取引において目的物件を譲り受ける者のことです。宅建業者であ
る譲受人に対し、重要事項の説明を省略する場合は下記記載例に準じて記載してくだ
さい。
（改正にかかわらず、従来どおりに説明を行う場合には、下記記載例に示す内容を記
載する必要はありません。）
記載例
Ⅲ その他の事項
２ その他
買主（又は借主）様は宅地建物取引業者であるため、買主（又は借主）様には
本書を宅地建物取引業法第35条第６項に基づく書面として交付し、説明は行いま
せん。

第４、ＩＴ重説の行方
平成29年10月から賃貸に限り、スカイプ等を使用したＩＴ重説が解禁されました。
これについては、現行宅建業法の改正は伴わず、マニュアルの配布で対応されました。
売買については、事例が少ないため、さらに社会的実験を延長しその結果により実施
の有無を決めるようです。ちなみに今後は、契約書のＩＴ化が進行するかもしれませ
ん。

第５、説明すべき相手方は誰か。全宅連版では何故売主にも説明する方式を採
用したのか。
【トラブル事例】売主に重要事項説明書の内容を確認してもらわなかったために基本
的な誤りに気づかず損害賠償請求をされた事例
宅建業法上は売主に対し説明義務はありませんが、物件の状況等を最もよく理
解しているのは売主ですから売主にも説明書の内容を確認してもらう必要があ
ります。
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【解 説】
宅地建物取引業法第35条の文言は難解で、かえって良く勉強している人ほど間違っ
てしまう箇所がありますが、説明の相手方を図示すると次のようになります。
宅地建物取引業者の立場
売
主
交 換 の 当 事 者
賃
貸
人
売 買 の 代 理
交 換 の 代 理
賃 貸 人 の 代 理
売 買 の 媒 介
交 換 の 媒 介
貸 借 の 媒 介

説 明 の 相 手 方
買主となろうとする者
取得しようとする者
借主になろうとする者に説明する必要はない
買主となろうとする者
取得しようとする者
借主となろうとする者
買主となろうとする者
取得しようとする者
借主となろうとする者

以上のように、売主、貸主に対して重要事項説明が義務付けられていないませんが、
それらの当事者にも、重要事項説明書の写しを交付して、その内容を確認してもらう
ことが望ましいことは言うまでもありません。
本会制定の重要事項説明書書式では冒頭の宛先として売主（譲渡人）も記載し、末
尾で売主（譲渡人）の確認印を徽求する方法を採用しましたが、売主にも物件の客観
的状況を確認してもらうことが、トラブル回避になると考えたからです。
【全宅連版の書式の末尾】
重要事項説明の内容を確認致しました。

平成

年

月

日

売主（譲渡人）（住所）
（氏名）

印
○

頭書宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書を受領
し、以上の重要事項について説明を受けました。

平成

年

月

日

買主（譲受人）（住所）
（氏名）

印
○
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従来は重説で仲介業者の説明に誤りがあっても、損害賠償や行政指導の問題でとど
まっていましたが、平成13年４月１日から施行された消費者契約法第５条では、売主
事業者の言動（売主事業者が不都合な事項をあえて申告しない場合も含みます）を信
じて行った宅地建物取引業者の説明が客観的状況と一致しない場合には、本体の売買
契約自体が取り消される可能性がでてきましたので、責任の所在を明確にするために
も、売主にも重要事項説明書の内容を確認してもらったという事実を証拠として残し
ておくことが重要となります。
契約が取り消されたら当然媒介報酬は請求できなくなりますが、売主にも重要事項
をしてあれば、売主の言動で取消されて報酬請求ができなくなったということで、売
主に対して媒介報酬相当額の損害賠償を請求する余地もでてきます。売主は重説の内
容を十分承知していたことになるからです。
なお、告知書の活用の有用性については「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
(その他の留意すべき事項 5)を参照して下さい。

第６、重要事項説明書の交付時期
【トラブル事例】重要事項説明を契約締結直前に行ったことから、後で、顧客から重
要事項説明を受けた記憶がないと主張された事例
重要事項説明は、契約の日とは別の機会にするのが妥当です。

【解 説】
重要事項説明は、契約が成立するまでの間に書面（重要事項説明書）を交付して説
明する必要があると規定しているだけですから、契約締結の直前に重要事項説明して
も宅建業法に違反するわけではありません。
しかし、具体的には、取引の相手方は重要事項説明によって、その取引物件の権利
関係や取引条件を理解、検討し、意思決定を行うものであり、重要事項説明と契約締
結との間にある程度の間隔が必要ですから、物件が特定した段階でできる限り早い時
期に重要事項説明をするのが望ましいでしょう。また、実際の実務では正式な重要事
項説明とは別に適切な時期に、適切な情報を説明しなければ相手方の信頼を失うこと
になりますので注意が必要です。また、早めに重要事項説明を行うことによって、買
主に対し、「一応の法令規制は以上のとおりですが、具体的な建築規模等に法令規制が
異なることもあるので建築士等の専門家に確認して下さい。」と予防線をはることも可
能になります。
ちなみに、重要事項説明を受けなかったとする消費者が原告、仲介業者が被告とな
った実際の裁判でも、よく原告から主張されるのは、「重要事項説明書末尾の署名・押
印は自分のものに間違いないけれど、それは契約当日に業者さんの狭いテーブルに色
々な書面が置かれていて、これに判子をこれに署名をと言われてたくさんの書類に署
名や判子を押した記憶はあるが具体的な説明を受けたことはない。それが証拠に私が
業者さんのお店にいた時間は、30 分程度でこれだけのものをきちんとわかるように説
明を受けられるわけがない。」というものです。そのように言われてしまうと案外反論
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が困難な場合もあり、やはり契約の日とは別の機会に重要事項説明をするのが妥当と
思います。特に複雑な取引においてはこの点は強く要請されると思います。

第７、説明すべき重要事項とは
説明すべき重要事項とは宅建業法第35条と同法第47条に基づくものがあり、4
7条の「業務に関して」とは、契約締結前に限らず、契約締結後も含む業務の
あらゆる場面を含みますので注意が必要です。また、罰則も強化されています。

【解 説】
宅建業法第35条によって取引士が最小限説明しなければならない重要事項の項目
は、次の通りです。
①物件に存する権利の種類や公法上の制限、私道負担、給排水設備等対象となる宅
地又は建物に直接関係する事項（宅地建物取引業法第35条第1項第1号～第5号の2）
②金銭の授受、契約解除、手付金等保全措置など取引条件に関する事項（同第6号～
第11号）
③平成7年4月19日の宅地建物取引業法改正で、新たに加えられた項目「その他宅地
建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で
定める事項（宅地建物取引業法第35条第1項第十四号）
」、（割賦販売は更に3項目≪宅地
建物取引業法第35条第2項≫が追加される）。
④瑕疵担保責任履行に関する保険についての事項（同第十三号）。
⑤平成21年６月５日の宅地建物取引業法の改正で内閣府令で定める事項を追加。
また、宅地建物取引業法第35条に列記されている説明事項以外にも購入者等の意
思決定に重大な影響を与える事項については、告知（説明）する義務があります（宅
地建物取引業法第47条第1号）。
なお、供託所などに関する説明も必要となります（宅地建物取引業法第35条の2）
。
⑥平成 29 年 4 月 1 日、宅建業者に対する重要事項説明の簡素化
⑦平成 30 年 4 月 1 日、重要事項説明の対象に、①建物状況調査の結果の概要、②建物建
築・維持保全の状況に関する書類の保存状況の追加

【参考条文】
平成18年12月20日に施行された改正宅建業法第47条（業務に関する禁止事項）の内
容は次のとおりです。
「第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に
対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに
際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取
引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故
意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
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ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号（第一号を除く。）
に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在
若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは
支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若
しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響
を及ぼすこととなるもの」というように、詳細な規定を設けることになりました。
なお、改正前の47条違反は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金（併科可）でしたが、
改正後は、罰則強化があり、「第79条の２ 第47条の規定に違反して同条第1号に掲げ
る行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科する。」「第84条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対
して各本条の罰金刑を科する。
一 第79条又は第79条の2 1億円以下の罰金刑
二 第80条又は第81条から第83条まで（同条第一項第三号を除く。
）各本条の 罰金刑」
となり、法人は1億円以下の罰金となっています。

第８、説明の際の注意点について
【トラブル事例】重要事項説明の際、
「既存不適格建築物です」
、
「不接道敷地です」
、
「建
ペい率オーバーです」というような説明だけで説明を終わらせたところ、顧客から建
物が建たないとは理解しなかったと言われて損害賠償責任を求められた事例
相手方が「分からない」ということでは、説明したとはいえません。専門用語
・法令用語を使用して記入する場合も、素人にも分かるように言い換えたりし
て意味を説明して下さい。

【解

説】
説明する際は次の点に注意して下さい。
① 説明する相手方に理解をしてもらう
説明するということは、説明する相手方に説明内容を理解してもらうことが必
要です。重要事項説明に関する苦情の中には、「重要事項説明書は確かにもらって
説明を受けたが何のことかよく分からなかった」「そういうことだったら契約しな
かった」との不満によるものが少なくありません。
「分からない」ということでは、説明したとはいえません。専門用語・法令用
語を使用して記入する場合も、素人にも分かるように言い換えたりして意味を説
明して下さい。例えば、「建ペい率」と「容積率」の違い、「セットバック」の意
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味など、説明者には常識でも素人には理解できないことがありますので、「お分か
りいただけましたか」と念を押すように心掛けて下さい。
とくに、マイナスとなる内容については、十分説明するように注意することが
必要です。例えば、「既存不適格建築物です」
、「不接道敷地です」、「建ペい率オー
バーです」というような説明だけで説明を終わらせたところ、契約後に契約不適
合責任を追及され契約の解除ばかりか、損害賠償を請求された例もあります。
②

推測や見込みで説明しない
十分説明するといっても、つい口が滑って、いわゆる「オーバートーク」にな
らないように注意して下さい。予定に過ぎないことは、
「予定ですから変更される
ことがあります」というように断り書きを入れて下さい。
また、「・・・と思います」、「・・・だろうと思います」、「・・・でしょう」と
いうように、推測や見込みで説明しないで下さい。

③

重要事項説明書を交付して説明する
宅地建物取引業法は、重要事項説明書を「交付しなさい」と規定しているので
はなく、「交付して説明しなさい」と規定しているのですから、「書いてある通り
です」などというのでは、説明義務を果たしたことにはなりません。

④

媒介業者に説明義務違反があったとして既払手数料の返還を求めた買主の請求
と買主に未払手数料の支払いを求めた媒介業者の請求が共に認められなかった事
例
東京地裁・判決平成 27．9．25
ウエストロー・ジャパン

1．紛争の内容
X(原告・反訴被告・法人)は、平成 23 年 11 月頃、専門学校開設のため都内のビルを
購入することを企図し、宅建業者である Y(被告・反訴原告・法人)に物件の紹介を依
頼し、同年 12 月に X と Y は仲介契約を締結した。
② その後 Y は X に 3 件の物件を紹介したが、何れも売主側のの都合により購入に至ら
なかった。被告は A 社(宅建業者・法人)所有の平成 2 年 4 月築の本物件を紹介したと こ
ろ、X は内覧のうえ、その直後に購入申込を行った。その際、売買契約が成立した場 合
は、X は Y に対して仲介契約に基づき 350 万円を支払うことを合意し、支払方法は 契約
成立時・決済時に各 175 万円とした。
➂ A 社による重要事項説明がなされた後、売買価格を 2 億 3500 万円とし、同年 2 月を
決済日とする売買契約が締結され、手付金と仲介契約に基づく契約成立時の報酬 175 万
円が支払われた。上記重要事項説明書には、容積率超過により、同規模の建物は現行法
令では建築できないとの記載がなされ、A 社作成の物件状況報告書には、平成 2 年 5 月
頃に一階事務所部分の外壁、入口新築工事が行われた旨の記載がなされていた。また、
重要事項説明は A 社の代表者で取引主任者の資格のある B が行い、Y の取引主任者は
同席していなかった。
①
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➃ 同年 2 月に残代金決済がなされたが、翌 3 月、X は A 社に対し、建物が竣工事検査
も受けていない違法建築物である旨の説明がなかったとして、債務不履行ないし詐欺を
理由とする売買契約解除の意思表示をした。
➄ 同年 7 月、X は Y に対し、Y の債務不履行により仲介契約を解除したとして、売買
契約締結時に支払われた媒介報酬 175 万円等の支払いを求めて提訴した。これに対して、
Y は、X に対して仲介契約に基づく決済時報酬 175 万円の支払いを求めて反訴の提起を
した。
なお、X の A 社に対する提訴については、その後に別途両者間で和解が成立してい
る。
2．紛争関係図
②
A 社(宅建業者)

平成 24 年 1 月 25 日、Y の仲介により売買契約締結
X(原告・反訴被告・法人)
①平成 23 年 1 月 X・Y(仲介業者・被告・反訴原告)間で仲介契約成立
③ X は、取引主任者立会いによる仲介行為や重要事項説明がなかった
こと等を理由に仲介契約を解除し、売買契約締結時に支払われた既払手
数料の半金 175 万円の返還を求める
➃ Y 介業者・被告・反訴原告)は、仲介契約に基づき決済時に支払われ
る手数料 175 万円の支払いを求める。

3．当事者の言い分
(買主 X の言い分)
仲介業者 Y は、本件仲介契約の履行に際し、買主 X に対し、宅地建物取引業法上、
当然求められている重要事項あるいは本件建物について建築基準法上違法となって
いる事実について、説明することを怠っており、Y に取引主任者として登録されて
いる取引主任者の立ち合いもなかった。
(仲介業者 Y の言い分)
本件建物の現況が建築基準法等に照らし、違法状態であることは、重要事項説明
書の記載のほか口頭で説明がなされているし、仲介契約上 Y において求められる説
明義務等は、宅地建物取引主任者の有資格者である A 社の代表者 B において果たさ
れているのであるから、Y が重ねて行う必要はない。
4. 本事例の問題点
① 本件建物が違法状態であることの説明義務は尽くされていたか。
② 売主ならびに媒介として取引に関与した宅建業者が複数存在する場合において売
主の取引主任者が重要事項説明をした場合、媒介業者の取引主任者は説明の場に立
ち会う必要があるか。
5.

本事例の結末
裁判所は、次のとおり判示し、X・Y 双方の請求を棄却した。
(1) Y の仲介契約上の債務不履行について
X は、建物が現況を前提とした完了検査を受けていない違法建築物であり、これ
について Y がその説明を怠ったとして、Y に契約上の債務不履行がある旨の主張を
しているが、本件売買契約にかかる重要事項説明書には，本件不動産の現況につき，
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「一部容積超過により同規模の建物は現行法令では建築できません。」との記載があ
り、A 社が作成した物件状況等報告書には，「修復・新規工事の状況」の項に，「平
成０２年５月頃：１階事務所部分の外壁・入口新設工事」との記載があるうえ、X
は、建築士とも協議しながら交渉を行い、契約書の修正希望も複数回申入れている
こと等からすると、Y や A が違法建築物であることを秘匿したとは認められず、ま
た、X においては，本件売買契約の締結において，少なくとも，A 社から本件建物
がいわゆる違法建築物であるとの現況について説明を受けていると認めることがで
き，X において，本件売買契約の締結の際，全くその旨の説明を受けていないとの
事実関係を前提とした Y の債務不履行の主張については採用することはできない。
(2) 一方，Y の本件仲介契約に基づく仲介業務（本件不動産を含めた売買物件の紹介
や契約締結の際の立会や説明）は，宅地建物取引主任者の資格のない Y 代表者本人
及び Y の従業員によって行われており，Y に所属する者として登録された宅地建物
取引主任者が，宅地建物取引業法３５条所定の重要事項の説明などをする仲介業務
を行ったとは認められない。
宅地建物取引主任者の有資格者による説明等の義務は，宅地建物取引業法の要請
にとどまらず，契約上あるいは信義誠実上当然に要求される基本的かつ重要な義務
であるというべきであり，本件では，建築基準法上の違法性に関する説明の有無が
問題となっていることからすれば，Y において，X から委託を受けた仲介業者とし
て，宅地建物取引主任者の有資格者がこれに全く関与していないのであれば，それ
自体本件仲介契約の債務不履行となると解さざるをえず，X の債務不履行を理由と
する解除の主張については理由があるというべきである。
(3) 既払い仲介手数料の返還請求について
X の依頼を受けて Y は、本物件の紹介、内覧の立会い、契約締結に向けた交渉
等契約成立に向けて積極的努力を行い、その結果契約、決済がなされたことが認め
られる。そうすると、X のその後の債務不履行により契約が解除されたとしても、Y
にはこれらの役務の対価としての報酬請求権はあるものと認められ、その額はほぼ
既払い金額の 175 万円相当であると判断でき、X はその返還を Y に求めることはで
きない。
(4) X の Y に対する未払金請求について
前記のとおり、Y の債務不履行により X・Y 間の仲介契約は解除されており、Y
の主張する仲介契約に基づく報酬残額の請求は理由がない。
6．本事例に学ぶこと
本件は、買主の主張する媒介業者の仲介契約上の債務不履行及びこれに伴う契約解除
は認められるものの、仲介業者に一定の役務提供があったとことも認められたことから、
買主の既払報酬の返還請求は棄却され、媒介業者による未払報酬の支払請求も棄却され
た事例である。
ところで、取引に複数の宅建業者が関与する場合、買主に対する重要事項説明につい
ては、各々の宅建業者が説明義務を負っており、いずれかの宅建業者の宅建士が代表し
て説明を行ったとしても、他の業者はその説明について連帯して責任を負うことになる。
この点、国土交通省作成の標準媒介契約書第 5 条では購入・取得の依頼を受けた媒介業
者は、依頼者に対して宅建士をして重要事項説明書の交付・説明させる義務を負ってお
り、これは契約上の債務でもある。
本事案のように買主に対する重要事項説明にあたり、買主側媒介業者の宅建士が説明に
立ち会わず、これに関与しないことは、媒介契約における債務不履行にあたることから、
他の宅建業者の宅建士が説明を行うとしても、必ず自社の宅建士を立ち会わせるべきで
あることを認識しておく必要がある。また、宅建業者には、業務に従事する従業者には
従業者証明書を携帯させることが義務付けられていることから(法第 48 条)、自社で業務
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に従事する者以外の宅建士をして重要事項説明を行わせることは認められないと
られる。

テーマ２

考え

重要事項説明書の具体的な記載内容

第１、宅地建物取引業者・取引士等の記載
１、宅地建物取引業者の表示および説明する宅地建物取引士
本様式では、スペースの関係で２名分だけ記入者欄を設けましたが、３名以上の宅
地建物取引業者が取引に関与する場合は、適宜、欄外余白又は、別紙を利用して下さ
い。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法 35 条に基づく宅地建物取引業者の重要事項
の説明義務を果たしていることを明確にするために記名押印するものです。また、取
引士の記名押印は、口頭による説明と重要事項説明書の内容とが一致していることを
確認する意味があること、また、国土交通省による様式には「説明する宅地建物取引
士」という記載がなされていることから、実際に説明する宅地建物取引士が重要事項
説明書に記名押印すべきであるとされています。
宅地建物取引業者について記載する内容は免許証と同じですが、もし、変更があり
変更届が未済の場合には、直ちに免許権者に変更届を出して変更後の（現在の）内容
を記載して下さい。
免許更新手続中の場合は、「免許年月日」横にその旨を記入して下さい。
また、取引士の「業務に従事する事務所名」「事務所所在地」は従業者証明書により
記載します。
２、取引士と宅地建物取引業者の代表者とが同一人の場合
取引士と宅地建物取引業者の代表者とが同一の場合、取引士と宅地建物取引業者と
は、法人格を異にするので、それぞれの立場に立って別々に記名押印します。
３、取引士が宅地建物取引業者の従業者（社員）の場合
同一事務所に取引士（取引士証の交付を受けた者）が数名就業している場合、専任
の取引士でなくても重要事項説明をすることができます。
４、自社の取引士が突然の病気で説明できない場合
自社の取引士が突然の病気で説明できない場合、どのように対処すべきでしょうか。
宅建業法35条の重要事項説明を行うのは「取引士」であると定められていますが、そ
れぞれ専任の取引士でなければならないとか、自己の事務所に勤務する取引士でなけ
ればならないとかいったような取決めはしていませんので、他の宅地建物取引業者に
勤務する取引士に一時的に依頼することも可能のように受け取れます。しかし、その
ような形で一時的に業務を行ってもらう場合でも、取引士は従業者として取り扱われ
ることから（昭和63年11月21日建設省経動発第89号。以下「63年通達」という。）、従
業者証明書を携帯させる必要がありますし、従業者名簿にも所定の事項を記載する必
要があります（宅建業法48条）。その際、採用時点で業務に従事する期間が一時的であ
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ることが明らかな場合は、発行する従業者証明書の有効期間も配慮すべきです（63年
通達参照）。なお、その際、当該「従業者」について、行政庁に対し「従業者」として
届出を要するか否かについては問題となるところです。従業者であっても、単に一時
的に補助的業務に従事する者は従業者の範囲に含める必要はないとされており（昭和5
5年12月1日建設省計動発第105号）、届出も必要ありませんが、取引士の行う重要事項
説明等の業務は、取引士固有の事務であり、決して補助的とは言い難いので、
「従業者」
に該当し、そのことから従業者の変更届を行う必要があります。冒頭の事例の場合に、
取引に関与する他の宅地建物取業者がいるのなら、その取引士に重要事項説明をお願
いすることも可能ですが、そうでない場合には、上記のような措置をとった上で説明
をしてもらうことになります。ただその際に、単に一時的とはいえ、その取引士とは
雇用に準じる関係が生じることになることから、行った業務において問題が生じれば
使用者責任（民法第715条）が生じることになりますから、人選は慎重に行うべきでし
ょう。
５、取引態様
取引態様は宅建業法第35条の説明事項としては定められていませんが、宅建業法第3
4条第2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関す
る注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らか
にしなければならない。」と規定されており、通常、「重要事項説明書」の中の記入欄
が設けられています。「売買・交換」の別、及び「媒介・代理」の内該当するものに✓
印を付します。代理の場合は、代理契約書（宅建業法第34条の3）か、代理委任状等の
代理権を証明できるものを提示して下さい。
また、代理と媒介の法律上の違い（効果）も説明して下さい。
６、供託所等に関する説明
本項目は書面による説明事項ではありませんが、宅建業者はその相手方等に対して、
契約が成立するまでの間に次の各事項を説明しなければなりません。
（１）宅地建物取引業保証協会の社員の場合
社員である旨、当該協会の名称、住所、事務所の所在地、当該保証協会が弁済業
務保証金を供託してある供託所名とその所在地を説明します。
本書式では、「公益社団法人全国宅地建取引業保証協会地方本部一覧」により説
明して下さい。
（２）宅地建物取引業保証協会の社員でない場合
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄の供託所及び所在地を説明します。
ちなみに、平成28年の宅建業法の改正により、弁済に関する認証申出人の範囲
から宅建業者が除外（宅建業法第27条、第64条の８）されました。すなわち、宅
建業者は、平成29年４月１日以降の取引により生じた債権に関し、営業保証金・
弁済業務保証金による弁済を受けることができなくなります。これにより、取引
における消費者保護の強化が図られます。
これに伴い、全宅連版重要事項説明書の「供託所等に関する説明」欄の記載に
ついては、以下を参考に記載します。

- 16 -

（以下、賃貸取引については売主⇒貸主、買主⇒借主と読み替えてください）
記載例 売主・買主ともに宅建業者（宅建業者間取引）の場合
弁済対象外の取引となりますので、下記のように供託所等に関する説明記入欄は、斜線
を引いて削除します。
（売主宅建業者記入欄）→宅建業者売主用重要事項説明書
供託所等に関する説明（□(1)宅地建物取引業保証協会の社員 □(2)供託所に営業保証金を供託）
(1)宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

所属地方本部の名称及び所在地

※「公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会地方本部一覧」
参照

弁済業務保証金の供託所及び所在地

東京法務局東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

(2) 営業保証金の供託所及び所在地

（媒介・買主宅建業者記入欄）
供

宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

託

東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

所
等

所属地方本部の名称及び所在地
※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

に

地方本部一覧」参照

関
す

弁済業務保証金の供託所及び所在地
東京法務局

る
説

東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明

記載例

売主が一般(法人・個人)、買主が宅建業者の場合

宅建業者(媒介・買主)は宅建業者以外の一般法人または個人である売主に対し、供託所
等に関する説明が義務付けられています。
（媒介・買主宅建業者記入欄）
供
託
所
等
に
関
す
る
説

宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

買主（宅建業者）

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

同左

所属地方本部の名称及び所在地

（または）

※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
地方本部一覧」参照

営業保証金を供託した供託所及び所在地
○○法務局

弁済業務保証金の供託所及び所在地

□□県□□市□□▲丁目▲番▲号

東京法務局
東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明
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なお、宅建業者が媒介を行わないケースでは、買主である宅建業者は売主に対して重要
事項説明書を交付し説明する義務はありません。この場合、供託所等に関する説明につい
て、買主宅建業者は売主に対し、重要事項説明書とは別に書面等により説明する必要があ
ることはこれまでどおり変わりありません。
記載例
売主が宅建業者、買主が一般(法人・個人)の場合
宅建業者(売主・媒介)は宅建業者以外の一般法人または個人である買主に対し、供託所
等に関する説明が義務付けられています。
（売主宅建業者記入欄）
供託所等に関する説明（□(1)宅地建物取引業保証協会の社員 □(2)供託所に営業保証金を供託）
(1)宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

所属地方本部の名称及び所在地

※「公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会地方本部一覧」
参照

弁済業務保証金の供託所及び所在地

東京法務局東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

(2) 営業保証金の供託所及び所在地

(媒介業者記入欄)
供
託
所
等
に
関
す
る
説

宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

左記の他に媒介業者が介在する場合に記載

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

同左

所属地方本部の名称及び所在地

（または）

※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
地方本部一覧」参照

営業保証金を供託した供託所及び所在地
○○法務局

弁済業務保証金の供託所及び所在地

□□県□□市□□▲丁目▲番▲号

東京法務局
東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明

記載例 売主・買主ともに一般(法人・個人)の場合
宅建業者(媒介)は、売主及び買主に対し、供託所等に関する説明が義務づけられていま
す。
(媒介業者記入欄)
供
託
所
等
に
関
す
る
説

宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地

左記の他に媒介業者が介在する場合に記載

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町２丁目６番３号

同左

所属地方本部の名称及び所在地

（または）

※「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
地方本部一覧」参照

営業保証金を供託した供託所及び所在地
○○法務局

弁済業務保証金の供託所及び所在地

□□県□□市□□▲丁目▲番▲号

東京法務局
東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

明
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【ご参考】
今改正における重要事項説明（宅建業法第３５条）と供託所等に関する説明（宅建業法
第３５条の２）について、両者の関係は次のとおりです。
重要事項説明（第３５条）

供託所に関する説明
（第３５条の２）

一般（個人・法人）間売買

・媒介業者が買主に対して重説書面
交付義務（説明義務有）

・媒介業者が依頼者に対して説明義
務

・売主に対しては記載内容の情報提
供
売主が一般（個人・法人）
、

☆媒介業者が買主宅建業者に対して

買主が宅建業者

重説書面交付義務（説明省略可）

義務

・売主に対しては記載内容の情報提

・媒介業者が依頼者（売主）に対し

供

て説明義務

☆売主宅建業者及び媒介業者が買主

☆不要

売主・買主ともに宅建業者

・買主宅建業者が売主に対して説明

宅建業者に対して重説書面交付義務
（説明省略可）
・売主に対しては記載内容の情報提
供

☆は、今回の宅建業法改正により運用が変わったもの

第２、売主（交換の場合の譲渡人）の表示
１、名義人の住所・氏名の変更登記手続きが未了のもの
住民票等により、売主の住所等の変更を確認して、売主（交換の場合の譲渡人）の
表示欄に以下のように記載する。
売 主（交換の場合の譲渡人）の表示

住所・氏名

東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
甲 野 太 郎

登記名義人と

外 0 名 （合計 1 名）

同じ ☑異なる→理由：
売主と登記名義人は同一人ですが、(住所・氏名等の) 変更登記手続きが未了です。

２、所有権移転登記手続きが未了のもの（相続登記未了のもの）
相続については遺産分割協議書、売買については売買契約書、司法書士に対する所
有権移転等委任状原本等によって売主の物件取得を確認する。
相続の場合
売主は遺産分割協議により、本物件を取得済みですが本物件引渡しのときま
でにその責任と負担において相続登記を完了するものとします。
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売買の場合
売主は登記名義人○○と取引対象物件について売買契約を締結しています。

第３、不動産の表示等
１、一筆の土地の一部を売買対象にする場合
取引物件が一筆の土地の一部である場合には、登記記録表題部の記録だけでは物件
特定できないため、売買面積を確定するとともに、どの部分を売買するのかを図面を
用いて説明する。備考欄には、次のように記載します。

・上記①３２番４の土地は登記面積 210.0 ５㎡。但し、売買面積はその内 105.00
㎡です。
・売買対象部分は、別紙確定測量図に斜線で示した部分です。
２、売買対象土地に私道が含まれる場合
ア．私道の共有持分を有する場合

公

６５‐１

道

６５
‐７

６５‐２

６５‐６

６５‐５

６５‐３

６５‐４

備考欄への書き方

・登記簿面積は６５番３の 78.34 ㎡及び６５番７の 65.26 ㎡のうち共有持分は
１/６です。
・上記②６５番７の土地は私道部分です。
・実測清算の方法については、別添契約書（案）第〇条のとおりです。
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イ．私道部分が分筆されている場合
公

６５‐１

６５‐２

道

65 ‐
７
65
‐
8
65
‐
9

65 ‐
12
65
‐
11
65
‐
10

６５‐３

６５‐６

６５‐５

６５‐４

備考欄には次のように記して下さい

・上記②６５番７の土地は私道部分です。

ウ．私道部分が分筆されていない場合

２２―５

２２―９

備考欄には次のように記して下さい。

上記の土地のうち別紙測量図面の２２番５と２２番９にまたがる赤斜
線部分約 20 ㎡は私道部分です。
エ、セットバック部分がある場合

備

買主は、上記の土地のうち約○○㎡(別添地積測量図斜線部分)建築基準法第

考

42条第2項により道路とみなされる部分(セットバック部分)であることを確
認する。
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４、区画整理事業関連
土地区画整理事業施行地区内の仮換地、保留地を取引する場合には、施行者から物
件を特定するための証明書を取得し、
「不動産の表示等」の備考欄にそれぞれ以下のよ
うに記載する。
ア．仮換地の場合
仮換地の場合には、従前地の表示と併せて仮換地証明書に基づく街区、区画番号、
面積を表示する。また、権利の種類についても換地処分までは従前地は所有権、仮
換地は使用収益権となるので注意を要する。
＊契約書の売買の目的物の表示の備考欄にも同様の記載をする。
上記仮換地の表示は、仮換地証明書（別紙参照）に基づくものです。なお、
仮換地面積は換地処分の結果、増減することがあります。また、換地処分が
あるまでの権利の種類は、従前地は所有権、仮換地は使用収益権となります。
イ．保留地の場合
保留地の場合には、従前地はないので保留地証明書に基づき表示します。なお、
保留地予定地を取引する場合には施行者の譲渡承認が必要となることが多いので注
意を要します。
ウ．保留地予定地を売買する場合の特約
下記を特約する場合には、重要事項の土地表示の備考欄に「末尾の「その他」欄記
載の特約欄参照と記載して、「その他」に下記を記入して下さい。
【土地の表示の備考欄の記載例】
売主および買主は、本物件が○○○土地区画整理事業施行地区内に所在する保
留地予定地であるため、下記の点を承諾しますとの特約がなされている。
記
(1)売主および買主は、本物件土地については保留地予定面積(○○○㎡)により売
買し、同面積が登記記録記載面積や実測面積と差異が生じたとしても、互いに異
議を述べず、また売買代金の変更その他何らの請求もしないこと。
(2)本物件土地の所有権移転登記については、換地処分公告の翌日以降となること。
(3)換地処分の公告後に行われる清算等に関する権利義務は、第○条(所有権移転
の時期)の所有権移転のときから一切買主が行使し、または負担すること。
(4)本契約は本物件の譲渡について、土地区画整理事業の施行者から平成○○年○
月○日までに承認を得られることを条件とすること。そのため、売主および買主
は、本契約締結後すみやかに同承認申請を協力して行うこと。
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(5)前号の条件不成就が確定したときは、売主は、受領済の金員全額を無利息で遅
滞なく買主に返還するものとすること。
本物件は土地区画整理事業地内の保留地予定地です。
区画整理事業の名称：○○○○土地区画整理事業
街区。画地：○街区○－○
保留地予定地面積：○○○㎡
＊保留地と保留地予定地の違い
保留地予定地

保留地

（換地処分の公告）
保留地とは、土地区画整理事業施行の費用に充当するため、あるいは規約もしくは
定款で定める目的のために、区画整理後の土地の一部を換地として定めず第三者に売
却することが予定されている区画整理地区内の土地をいいます。この保留地は、組合
員の換地としての権利地積を画一的に減歩して組合に提供、創出されるものですが、
土地区画整理に要する巨額の事業費用を金銭負担するよりも土地を提供するほうが組
合員にとって負担とならないところから広く行なわれ、土地区画整理法第108条に明文
化されたのです。
それに対し、保留地予定地とは、土地区画整理事業の換地計画において、保留地と
定める予定地および換地計画で保留地と定めた土地で、換地処分の公告の日以前の保
留地をいいます。実務的には、換地計画の作成が仮換地の指定よりも先になされない
のが一般的であるので、その場合、保留地の予定地を施行者が定めておくことになる
のです。保留地予定地は換地処分の公告の日まで施行者が管理権を有し、換地計画に
定められた保留地は、公告のあった翌日に、個人、組合、公共団体施行の事業につい
ては施行者が、行政庁施行の場合には、国、都道府県、市町村がその所有権を取得し
ます。
保留地は前述のように、区画整理事業施行の費用にあてるために指定されますが、
それ以前の予定地の段階で売却処分し、施行費用にあてる必要のある場合も多く、こ
の予定地段階では、施行者はまだその所有権を有しておらず、登記もできません。こ
のため購入者もそれを担保にして融資をうけることが難しく、保留地予定地は売れに
くいことになります。このため、種々の決律問題が生じ、保留地の売却を容易にする
ための制度的工夫が行なわれています。
保留地の処分は、組合施行の場合には総会の議決で定めねばならず、通常規約また
は定款の定める方法によって処分されます。公共団体、行政庁施行の場合は、保留地
を定めた目的に適合し、かつ、施行規定で定める方法に従って処分しなければなりま
せんが、国、都道府県、市町村の財産処分に関する法令の規定は適用しません。土地
区画整理法108条にいう保留地の処分は、行政処分である保留地指定処分とは異なり、
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私法上の売却処分の性質を有します。これは国有財産の売払い等と同様私人たる買受
人が公共団体や国と対等の立場においてなす私法上の行為だからです。したがって、
抗告訴訟の対象となる行政庁の公権力の行使にはあたりません。
保留地予定地売却契約の性質は、施行者が換地処分の公告の日の翌日に保留地の所
有権を取得することを停止条件とする保留地予定地の譲渡契約と、施行者の有する保
留地予定地の管理権にもとづく使用収益権の譲渡契約です。
エ．土地区画整理法の制限がある場合
買主は、本物件は土地区画整理事業施行区域として計画決定された区域内
にあり、次の事項を予め承諾する。
建築制限：ａ．建築物を建築する場合には原則として都道府県知事の許可
が必要となること。
ｂ．前号の建築物は階数が 2 以下でかつ地階を有しないもので、
主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他
これらに類する構造であるときに限り許可されること。また、
都市計画に適合した建築物であること。
オ．区画整理の清算金
売主および買主は、本物件が○○○○土地区画整理事業施工地区内に所在
する仮換地であるため、次の各号を承諾する。
(1)売主および買主は、本物件について仮換地面積(○○○㎡)により売買し、
同面積が登記記録記載面積や実測面積と差異が生じたとしても、互いに異議
を述べず、また売買代金の変更その他何らの請求もしないこと。
(2)本物件は区画整理事業による仮換地指定が行われており、清算金につい
ては未定であるが、換地処分後、清算金の交付または徴収が行われた場合、
買主は清算金についての権利・義務を承継するものとし、売主は一切の責任
を負わないものとすること。今後の手続きや清算金の詳細については、買主
から土地区画整理組合に問い合わせを行うこと。

カ．土地区画整理事業施行地区内の組合員所有地の売却の際の賦課金の説明
本件土地売買契約は土地区画整理事業施行地区内における組合員が所有する
宅地の売買であり、買主は、土地区画整理法第26条1項に規定している組合員
の有する所有権を承継した者であるので、当該土地区画整理事業の財政が逼迫
した場合においては、買主は将来同法第40条により賦課金を徴収される可能性
があります。
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キ．土地区画整理事業施行地区内の組合員所有地の売却の際の賦課金の説明(既に土
地区画整理事業の財政は逼迫している場合)
本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の
売買であり、買主は、土地区画整理法第26条1項に規定している組合員の有する
所有権を承継した者ですが、当該土地区画整理事業の財政は逼迫しており、買主
は同法第40条により賦課金を徴収されることになりますが、現時点における土地
区画整理組合に対する調査では、その賦課金の額は未定です。今後の手続きや賦
課金の詳細については、買主から土地区画整理組合にお問い合わせ下さい。

土地区画整理について
１、土地区画整理事業の流れ
まず、組合施行の土地区画整理事業の流れを示しましょう。
① 組合設立準備
② 組合設立事業発足
③ 事業着手
④ 工事施行
⑤ 仮換地の指定
⑥ 保留地処分
⑦ 工事完了
⑧ 換地処分
(清算事務，登記)
２、減 歩
ところで、土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、(ア)公共
施設の整備改善及び(イ)宅地の利用増進を図るための土地の区画形質の変更並び
に公共施設の新設又はその変更に関する事業をいいます。
この事業では、必然的に公共施設は拡幅が行われるため、そのための土地が必
要となります。その結果、仮換地される土地の地積は従前の土地の地積より減少
するのが通例となります。この地積の減少を減歩とよんでいます。
３、「照応の原則」
土地区画整理事業によって公共施設が整備改善され、土地が整然と区画される
ことになると、その区域内の土地に無駄な形質がなくなり、土地の単位あたりの
利用価値がかえって増加することになりますので、一般に減歩による経済的損失
は発生しないといわれています。
しかし、減歩は換地の一内容ですから、仮換地によって減歩率が定められる場
合にも、いわゆる「照応の原則」(土地区画整理法第89条)に基づき、多数の権利
間で均衡がとれた概ね公平なものでなければなりません。
４、「照応の原則」の意義
「照応の原則」とは、換地の状況と従前の土地の状況とがその位置、地積、土
質、水利、利用状況、環境等において、ほぼ照応したものでなければならないと
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いうものであり、このような諸要素を総合的に判断して各換地が従前の土地とく
らべて概略同一の条件をもつことが要求されています。
５、「清算金」の制度
このような要求に、どうしても応えられない場合に、多数の権利者間に発生す
る多少の不均衡を是正する為の制度として「清算金 (仮清算金)」の制度・(同法
第94条。第102条第1項)等が設けられています。
従って、若干の不均衡があっても適正な清算金等による補償をともなっている
かぎり、その仮換地指定は原則として違法にはなりません。
しかし、減歩が、清算金による調整を加味しても不公平である場合には、その
仮換地指定は違法ということになります。
違法な仮換地処分に対しては、再審査請求及び取消訴訟という方法で争うこ
とになります。
６、仮換地処分後の土地の処分について
この場合、法的観点からみた場合、「従前地」を売買するのか、あるいは、「仮
換地」を売買するのかを正確に理解する必要があります。
すなわち、仮換地指定処分がなされると当該施行区域内の土地所有者は従前地
と仮換地との２つの土地について法律関係をもつことになるからです。この場合
の法律関係としては、「従前地」については所有権中処分権を残し、使用収益権
が制限されるということです。逆に「仮換地」については使用収益権を取得する
ことになるのです (土地区画整理法第99条第I項)。
そうだとすると売買ができるのは「従前地」に残っている所有権の処分機能に
基づくと考えられますから、仮換地自体については売買できないことになります。
しかし、実際の不動産取引では、売買当事者は仮換地の場所や範囲などに着目
して代金額を決定し、かつ仮換地自体を目的物と表示した売買契約を締結し、従
前の土地については何らの取決めもされない例が多く見受けられます。
判例は、仮換地について仮換地処分がなされ当該土地の所有権を取得するまで
財産的利益を他に処分できないのは実際上も不都合であることから、従前の土地
の売買と解すべきであるという立場にたっています (最判昭43．9．24判時535．
46、判タ227．149)。
しかしながら、この判決は一種の救済判決とでもいうべきものであり、実際に
も、仮換地全部ではなくその一部を売買するような場合だと、この一部の土地が
従前の土地のどの部分であるか確定できず共有になってしまいます。従って、こ
れを避けるためには、目的物の表示として仮換地の特定の一部分だけを示すので
はなく、従前の土地について、これに対応する特定部分を指定しておくのが妥当
でしょう。また、全部売買の場合でも、仮換地のほかに従前地を目的物として表
示しておくべきでしょう。
７、区画整理事業中の土地の売買について
区画整理地域内の「仮換地」の売買は所有権の対象となる土地は、あくまで「従
前地」である反面、実際に使用収益するのは仮換地で行うことになります。従っ
て売買に際して従前地の登記簿謄本、仮換地証書を十分に吟味する必要がありま
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す。特に従前地に対する仮換地面積の割合が平均減歩率に比べ多い場合は「過渡
し」の可能性が高く、その場合には換地段階で「清算金」が徴収されますので、
その負担を明確にしておく必要があります。
従って、組合事務所等で「清算金」などについて事前に調査、確認をする必要
があります。
ちなみに、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部
又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地
権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移
転するので(区画整理法26条1項)、 買主は賦課金(組合施行の土地区画整理事業
で、保留地の処分が予定価格で売れなかったりして、事業費が不足したときに組
合員に賦課する追加の負担金)(同法40条)を徴収されることになります。したが
って、組合事務局に対し、賦課金の徴収の可能性についても調査が必要です。
次に注意すべき点として、抵当権の設定があります。
仮換地における抵当権の設定は従前地において行うので問題はありませんが、
保留地の場合は従前他がないので、原則として金融機関等の融資を利用できませ
ん。
このような場合、区画整理事業体によっては別途の方法で融資の道を開いてい
ますので、事前に確認されるとよいでしょう。
最後に区画整理事業の施行期間は予定どおり行われることは稀で、通常はかな
り延長されるものです。仮に建築等に予定期限がある場合は少し余裕をもって準
備すべきです。

５、測量図・実測清算・地積更正に関連する事項
（１）確定測量図面を交付する場合の特約例
１、売主は、その費用と責任で本件土地引渡時までに確定測量図を作成し、買主
に引き渡すものとする。
２、引渡時までに隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売
主が確定測量図を買主に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除と
なる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しな
ければならず、買主は売主に対し、違約金の請求はなし得ないものとする。
引渡時までに確定測量図を作成するとした場合、仮に作成ができなかった場合
にそなえて上記の特約条項を入れておくのが妥当です。確定測量図の作成はスム
ースに行くとは限らず、特に買主が分譲業者の場合には確定測量図がなければ分
筆ができず、買主にとっても確定測量図の存在は極めて大きな意義を有している
ので交付できない場合の権利関係は明確にしておく必要があります。
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（２）現況測量を交付する場合の特約例
１、売主は、その費用と責任で本件土地引渡時までに、隣接地所有者立会いによ
り承認された現況測量図を作成し、買主に引き渡すものとする。
２、引渡時までに隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売
主が現況測量図を買主に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除と
なる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しな
ければならず、買主は売主に対し、違約金の請求はなし得ないものとする。

本件土地には、西側隣接地所有者立会いの現況測量図があるのみで、東側隣地
との境界は確定しておらず、官民査定も未了であるため、直ちに分筆ができない
土地であることを買主は容認します。将来、筆界が確定しないことにより紛争が
生じたとしても買主は売主に対し、違約金の請求はなし得ないものとします。

（３）境界標を設置する場合の特約例
1、売主は、本物件引渡しの時期までに、その責任と負担において隣地所有者
等の立会いを得て、測量士等資格ある者の測量によって作成された土地の確定
測量図面を、買主に交付するものとする。
2、前項の測量の結果、測量図の面積と登記記録記載の面積との間に相違が生
じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。
3、売主は、本物件引渡しの時期までに、その責任と負担において、本物件南
東側に石または金属製の境界標を設置するものとする。
4、売主は、その責任と負担において本物件建物の検査済証の交付を受けたう
えで、買主に本物件を引き渡すものとする。
5、本物件の買主名義への登記の申請手続きについては、売主指定の司法書士
および土地家屋調査士に依頼することを、買主は予め同意するものとする。
6、本物件の引渡し前に、天候の不順等の事由によって、本物件建物の竣工と
外構工事の完成の遅れたことにより、本物件の引渡しが標記の期日(Ｃ)を超え
る場合には、売主は買主に対し、その旨をあらかじめ通知するものとする。
7、前項により本物件の引渡しが遅延しても、買主は売主に対し、異議を述べ
ないものとする。
8、売主は、買主に対し、本物件建物の設計住宅性能評価書および建設住宅性
能評価書を交付するものとする。
(４)実測清算に関する特約で実測清算に関し地積の差が１㎡未満は清算しない場合
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（下記を「その他」欄に書く）
本契約書条項第６条（売買代金の清算）については、地積の差が、１㎡に満た
ない場合は、清算は行わないものとする。

(５)

地積更正登記に関する特約（
「その他」欄に書く）

①地積更正登記を行う場合
１、本契約書条項第３条第１項の測量図面の面積と登記簿記録の面積との間に相
違が生じた場合には、売主はその責任と負担において平成○年○月○日までに地
積更正登記を行うものとする。
２、売主は、前項の期日までに売主の責めに帰すべからざる事由により地積更正
登記が完了できないときは、平成○年○月○日までであれば、本契約を無条件解
除できるものとし、その場合には、売主は受領済みの金員を買主に返還するもの
とし、買主は売主に違約金等の請求をなし得ないものとする。

②地積更正登記を行わない場合
本契約書条項第３条第１項の測量図面の面積と登記簿記録の面積との間に相違
が生じた場合にも、売主は、地積更正登記の責めを負わないものとする。

６、建物の表示関連
（１）建物登記が未了の場合
建物が未登記であるときは、信用できる書類を参考に記載します。一般的には家屋
補充課税台帳や建築確認済証、設計図書などから記載することが多いようです。なお、
登記簿以外のものを参考にするときは、何の書類を参考にしたかを併せて記載します。
ア、未完成（新築）物件の場合
上記建物は新築工事中のため未登記であり、上記の表示は建築確認済証に基
づくものです（別添建築確認済証（写）参照）
。
イ、完成（中古）物件の場合
上記建物は未登記であるため、上記の表示は家屋補充台帳に基づくものです。
なお、表示登記及び保存登記は買主の責任と負担で行うものとします。
ウ、増築部分が未登記の場合
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上記建物の表示は登記簿に基づくものです。上記の表示のほか増築部分（浴
室）が未登記であり、固定資産税課税台帳上は１階７０．２５㎡（増築部分７．
９０㎡）、２階４７．６５㎡となっています。
（２）建物滅失登記未了の場合
建物が既に取り壊されているものの、建物滅失登記を行っていない場合があります。
この場合は滅失登記がされていない旨を明記する必要があります。更地売買でも建物
登記が残っていると新築建物の登記ができないことがあるので、必ず建物登記も調査
する必要があります。なお、当事者間で滅失登記をどう処理するかについて、別途決
める必要があります。
本物件土地にあった建物（家屋番号１４番６、木造瓦葺２階建１階 62．35 ㎡、2
階 47．65 ㎡）は既に取り壊されていますが、滅失登記が未了となっています。
なお、滅失登記は売主の責任と負担で残代金支払時までに完了するものとしま
す。
（３）附属属建物がある場合
上記建物とは別に次の付属建物があります。
①種類:物置 ②構造:ブロック造陸屋根平屋建 ③床面積:８．５０㎡
（４）登記簿に記録された事項
宅地建物取引業法第３５条第１項第１号では、「当該宅地又は建物の上に存する登記
された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者
の氏名（法人にあつては、その名称）
」を説明することとされています。登記簿に記録
された事項の記入・説明は複雑です。したがって、様式のスペース内に記入しづらい
場合は、様式右上覧外の「□詳細は別添の登記事項証明書（登記簿謄本）等参照。
」に
印を付し、説明箇所をマーカー等で示した登記事項証明書・登記簿謄本等を添付する
ことにより、詳細の記載に代えてもよいでしょう（但し、
「名義人」の「住所」・
「氏名」
及びチェック項目は記入する）。なお、この項目を記入する際は、必ず最新の登記簿を
参照する必要があります。更に、売買契約締結、残代金決済にあたっては、説明済の
内容に変動がないか、登記事項証明書・登記簿謄本等を再度取得して、確認を行うこ
とも必要です。
【保存登記がなされていない場合】
所有者は登記簿の甲区欄に記録されます（保存登記）が、例えば新築建物などで表
示登記しか行われていない場合は表題部末尾の所有者名を記載することになります。
但し、表示登記は、法的には対抗力がない登記なので表題部に記録された所有者の氏
名であることを明記しておく必要があります。実際に、甲区の登記がなされていない
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場合や、甲区に所有権登記がなされていても、不正であると思われるようなケースに
おいては、紛争となる結果、所有権の証明が必要となりますので、本当に、表題部の
所有者が真の権利者か十分確認する必要があります。要するに、「表題部所有者」とな
っているだけでは所有権の証明として成立しない可能性もあるということなのです。
但し、甲区に正式に所有権の登記（保存登記）を行う場合は、原則として「表題部所
有者」だけが申請できることになっているので（不動産登記法７４条１項１号）、「表
題部所有者」が所有権の証明の有力な証拠として使われることになります。なお、借
地上の建物に、表題部所有者が登記されていれば「借地権」の対抗要件になるという
判例もあります。
但し、表題部の所有者欄に記録されているもので、保存登記はされていない。
その結果、売主甲野太郎氏は本件建物の所有権を第三者に対抗できないが、売
主甲野太郎氏の告知書によると間違いなく自己の所有に属するものであるが、
登記費用節約のために保存登記をしていなかったということである。
７、借地権（使用貸借権）付建物の売買等
借地権等の内容は、借地権（使用貸借権）付建物の売買等の場合の説明事項です。
つまり、土地の権利の種類が所有権以外の場合（地上権、賃借権、使用貸借権の場合）
です。この場合、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、「建物と敷地
の権利関係の重要性にかんがみ、当該借地権の内容について説明する」こととされて
います。したがって、該当する場合には、「別添補充用紙」により借地（使用貸借）契
約の内容を説明します。また、賃貸借契約の写し等を添付し説明を行う必要がありま
す。既存の借地権でも新借地借家法上の普通借地権でも、残存期間を承継する場合と
新規に期間を定める場合があります。新規に期間を定める場合は、残存期間の延長と
考えるのが自然と言われていますので、その旨を明記しておくとよいでしょう。なお、
借地権の譲渡にあたり、借賃の未払金や売主が預かっている敷金、保証金の確認を行
い、それらをどう扱うのか明確にしておくことが特に重要です。
８、第三者による対象物件の占有に関する事項
対象物件を第三者が占有している場合とは、例えば売主が対象物件を第三者に賃貸
しているケースがあります。借地権負担付土地（底地）の売買等の場合や、借地権負
担付建物の売買等の場合などです。買主が当該賃借人が継続して存在することを前提
とする収益物件の売買では契約書を添付し、その氏名・契約内容等について重要事項
説明の内容として記入しておくべきです。第三者の明渡を前提に売買する場合には、
確実な明渡に関する合意書等がないと売主は債務不履行、違約の問題になるので慎重
に行うべきです。なお、借地権や借家権に基づかない不法占拠者がいる場合には、そ
の氏名・所属団体等を調査の上、備考欄に具体的に記載しておくことが望ましのです
が、調査しても判明しない場合には、不詳と記載することになります。
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【賃借人等が立退き、借地権・借家権等の負担のない完全な所有権を引き渡す場合】
その権利の内容（賃借等）の確認及び占有者の住所、氏名、明渡についての占有者
から承諾書が取得できるかを確認します（占有者と直接会って確認）。明渡に関してト
ラブルが発生しそうな場合には、売主、買主と法的手続きの必要性等についての打ち
合わせと、買主からの容認の確認をとっておくべきです。
第三者による対象物件の占有に関する事項の備考欄
本物件は、別添賃貸借契約書のとおり賃貸中ですが、引渡しの際には売買契約
書（案）第○条に基づき何等の負担のない所有権を引き渡します。別添明渡承諾
書をご参照ください。
【賃借人がいるそのままの状態で引渡す場合（いわゆる「居抜き売買」や「底地売買」
の場合】
家賃や地代等の未払いの有無の確認、敷金・保証金等の確認（買主が引き継ぐケー
スが多い）を行います。買主が売主より貸主の地位を承継するにあたり、借賃の未払
い金や賃借人から受領済みの敷金をどう扱うのか、備考欄等により明確にしておくこ
とも重要です。なお、借地権負担付土地売買では、「宅地建物取引業法の解釈・運用の
考え方」において、「(1) 宅地建物取引業者が、借地権付建物の売買等を行う場合にお
いては、建物と敷地の権利関係の重要性にかんがみ、当該借地権の内容について説明
することとする。(2) 売買等の対象である借地権付建物が、建物の区分所有等に関す
る法律第２条第１項に規定する区分所有権の目的であるものであるときには、法第３
５条第１項第５号の２に基づき、必ず当該借地権の内容を説明することとする。(3)
宅地建物取引業者が、借地権の存する宅地の売買等を行う場合において、当該借地権
が登記されたものである場合は、法第３５条第１項第１号に基づき、必ず借地権の内
容につき説明することとする。当該借地権の登記がない場合においても、土地の上に
借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に対抗できることにかんがみ、宅
地建物取引業者は、当該宅地上に建物が存する場合には、建物と当該宅地の権利関係
を確認し、借地権の存否及び借地権の内容につき説明することとする。また、借地権
の登記がなく、宅地上に建物が存しない場合においても、借地権者が、借地借家法第
１０条第２項に基づき、土地の上に一定の掲示をしたときは第三者に対抗できること
にかんがみ、宅地建物取引業者は、当該宅地上に借地権の存在を知り得た場合におい
ては、借地権の内容につき説明することとする。
」とされています。
本物件は、別添賃貸借契約書写しの内容の賃借権の負担付きで売買するもので
あり、買主は、売主の賃貸人としての地位を所有権移転と同時に承継して頂きま
す。また、賃貸人としての地位の承継に伴い、賃借人から差し入れしている敷金
も売主から買主に承継頂きます。なお、賃料は本物件引渡しの翌月分より買主に
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帰属します。
９、建物登記記録の所在と建物敷地である土地登記記録の所在とが一致しない
建物登記記録の所在と建物敷地である土地登記記録の所在とは、付近土地につ
いて合筆・分筆が繰り返されたため、一致しません。

第４、法令上の制限等の調査・説明に関する諸項目と問題点
【見落とし、あるいは誤りが生じがちな法令上の調査・説明項目】
１、市街化調整区域の説明については、「原則として、一般住宅など建物を建築するこ
とができず、開発行為も原則として許可されません。」という不動文字の意味を具体的
に説明することが必要です。
市街化調整区域については、トラブルが絶えません。「原則として、一般住宅など建
物を建築することができず、開発行為も原則として許可されません」と、不動文字で
強調してもトラブルが多いのです。その原因の一つは、買主に対して、どういう意味
か説明していないからです。そのため、現実に建物をつくろうとしたり、建て替え
ようとしたら、建物が建てられないということが初めて発覚することになるので、市
街化調整区域の売買には十分気をつけてよく説明する必要があります。
また、例外的に開発行為の許可が下りているということであるなら、開発許可取得
済みということと、許可番号を書くことになります。但し、市街化調整区域では、不
動産業者の誤解に基づくトラブルもあります。一つは、市街化調整区域ではあるが既
に建物が現実に建っているし、登記もある、所有権移転登記も何回かなされていると
いうことから、通常の建物として仲介しても大丈夫と思い込んでしまうケースです。
ところが、実際に建て替えようとしたり、水道を引こうとしたら違法建築だと分かっ
て大騒ぎになるのです。どうしてこういうことになるかというと、市街化調整区域の
建物でも違法に建てることはできるし、建ててしまえば、登記もできるのです(むしろ、
不動産登記法上は登記が義務づけられているのです)。大事な点は、登記があるから適
法とは言えないということなのです。
もう一つは開発許可が申請者のみを対象とした一身専属である場合が多いことにつ
いての誤解です。例えば、農家の次男が自宅として建物を建てればそのときは適法で
す。しかし、それを許可申請をした人が自宅目的であれば適法に使えるという一身専
属的許可であって、その後、農家の次男がアパートなどの他の目的で使用することも
できないわけです。いわんや譲受人が自宅用建物やアパートとして使うこともできな
いのです。こういう基本的で初歩的なところにも誤解があるので十分気を付ける必要
があります。
２、既存不適格物件とは、正式な法律用語ではないが、①現行の法令に適合しないこ
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と、②過去の法令に適合していたこと、または過去に現行の法令は存在しなかったこ
とを意味すると言われている。従って、一般に、現在のまま使用することについては
そのままでよいが、建て替えるときには建築基準法に適合させる必要のあるようにし
なければならない物件をいいます。
【既存不適格物件】
本物件建物は、建築当時指定されていた建ぺい率・容積率・用途・建物の高さ
の制限の各内容と現在指定されている内容が異なるため、増築、改築、再建築を
行う場合、現在と同規模・同一用途の建築物が建築できない場合があります。
３、売買物件が２つの用途地域に近接して存在する場合、建蔽率・容積率の説明に誤
りが生じがちですから注意が必要です。
用途地域にまたがる場合の建ペい率・容積率の扱いについては、昭和51年の建築基
準法改正によって、過半主義から面積加重平均に改正されております。例えば、敷地
が建ぺい率の異なる複数の地域にわたる場合、それぞれの地域の建ぺい率に、その地
域に属する敷地部分の敷地全体に対する面積の割合を乗じた数値を合計(加重平均)し
たものが、敷地全体に適用される建ぺい率の最高限度になります。
敷地の3/5(60㎡/100㎡)が建ぺい率80%の地域に敷地の2/5(40㎡/100㎡)が建ぺい率60
%の地域に属しています。
この場合の建ぺい率は
(60㎡×80%十40㎡×60%)÷(60㎡+40㎡)=(480+240)÷100=72%となります。
敷地面積1000㎡のうち、600㎡は建ぺい率40％容積率60％、400㎡は建ぺい率60
％容積率80％と指定されており、建ぺい率と容積率は、各々の地域内にある敷地
面積により加重平均されます。詳しくは建築士にご確認下さい。

４、容積率が緩和される場合
容積率については、次のような緩和措置がありますが、適用されるか否かは個々の
ケースにより異なりるので、注意が必要です。
①特定行政庁等による許可等により緩和される場合
②前面道路等との関係により例外的な取り扱いがなされる場合
③住宅の用途に供する地階の容積率の緩和等
④マンション等共同住宅に係る共用廊下等の部分の容積率不算入措置
⑤自動車車庫。駐輪場等の一部容積率不算入措置
⑥総合設計制度による容積率の緩和
⑦地区計画区域内の容積率の特例
⑧連担建築物設計制度による容積率の特例
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⑨特例容積率適用地区内の容積率の特例
⑥～⑨の「容積率の特例」がある場合には、指定容積率と異なる場合もあります。
総合設計制度による容積率の緩和措置の適用があります。
総合設計許可番号○○○○
敷地面積○○○㎡ 建築延床面積○○○○㎡
容積率○○○％
５、都市計画法、建築基準法の適用の変更予定がある場合
本物件周辺は平成○○年○月○日から、都市計画法による用途地域について
変更が決定されており、それに伴い建ぺい率、容積率、建築物の用途制限が変
更される予定です。本物件再建築の際には用途地域変更後は建築物の制限をう
け、現在と同一規模、同一用途の建築が出来ない場合があることを予めご了承
下さい。

６、建築協定区域の場合
(制限の内容)
建築協定とは、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進
する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために一定の区
域を定め、その区域内における建築物の敷地、構造、用途、形態、意匠又は建
築設備に関する基準をその区域の土地所有者等が定めたものです。(建築基準
法第69条)
本物件には、○○1丁目6番地－1他を対象区域とする「ファミリータウン住
宅地建築協定」により、建築物の用途等に関する制限が定められています(別
添建築協定書参照)。

７、風致地区の場合
(制限の内容)
風致地区とは、都市の風致を維持するために定める地区をいいます。本物件
は、第一種風致地区内に存するため、外壁の後退距離、建築物の意匠等に関す
る制限が定められています。具体的には、○○条例○条により説明します。

８、災害危険区域の場合
(制限内容)
災害危険区域とは津波、高潮、出水等による危険の著しい区域について建築
基準法に基づく条例で指定されているものをいいます。本物件は災害危険区域
内に指定されており、建築物の規模、構造、用途について制限が定められてい
ます(別添資料参照)。
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９、地区計画区域の場合
(制限の内容)
本物件は都市計画法及び建築基準法に基づく「○○一丁目地区 地区計画」
区域内にあり建築物の制限、敷地面積の最低限度等の内容が定められています。
また、土地の区画形質の変更、建物の建築等を行う際、工事に着手する 30 日
前までに、○○市長への届け出が必要です(詳細については別添 ○○一丁目
地区 地区計画をご参照下さい)。

１０、建築基準法第 43 条第 2 項二について
本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則、建物の
新築、増改築はできません。但し、建築基準法第 43 条第 2 項二の規定に基づ
き、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限り
ではありません。なお、本物件においては別紙「○○○基準」の適用により、
建物の新築、増改築の内容が得られるとの見解を得ています(平成○○年○月
○日 ○○市役所建築指導課○○氏確認)。なお、建築審査会の構成によって
は異なる見解になることもありますので予めご了承下さい。

１１、 国土利用計画法の届出が必要な場合
大規模な土地取引の事後届出の場合
本物件は国土利用計画法第23条第1項の規定により土地面積が事後届出対象
面積に該当するため、権利取得者(買主等)は、その契約(売買契約等)を締結し
た日から起算して2週間以内に、○○県(都・道・府)知事に対して、土地の利
用目的、対価の額等の事項について届出を行うことが必要です。

１２、注視区域内の事前届出の場合
本物件は国土利用計画法第27条の3の規定による注視区域内に所在し、かつ
届出対象面積(○○○㎡以上)に該当するため、同法第27条の4第1項により○○
県(都・道・府)知事に対して、予定対価の額、利用目的等の事項について届出
を行うことが必要です。届出後6週間経過するか、又は届出につき不勧告の通
知があるまでは売買契約を締結することができません。届出の結果、売買契約
の締結を中止することを勧告されることもあります。

１３、公有地拡大推進法の届出が必要な場合
本物件の一部が、都市計画道路の計画区域となっており、かつ物件の土地面
積が届出対象面積(200㎡以上)に該当するため、公有地の拡大の推進に関する
法律第4条の規定により、○○県知事に対して、譲渡予定価格等について届出
を行うことが必要です。届出後3週間経過するか、又は知事から届出にかかる
土地の買取りを希望しない旨の通知があるまでは、売買契約を締結することが
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できません。また、上記期間内に地方公共団体等から買取りの協議を行う旨の
通知があった場合には、通知の日から最長3週間は協議期間とされ、この間は
売買契約を締結できません。

１４、文化財保護法
本物件は周知の埋蔵文化財包蔵地内にあるため、建築工事等を行う場合には
事業着手の60日前までに教育委員会に届け出る必要があります。届出の結果、
試掘が必要となる場合(調査期間及び調査費が生じます)や事業中止、事業の変
更等の指示を受ける場合があります。

１５、震災関係の重要事項の追加
震災関係では新法制定に伴い重要事項説明事項等が改正されました。平成23年12月
に東日本大震災復興特別区域法が成立したことに伴い、重要事項説明事項が追加され、
12月26日に施行されました。
（１）東日本大震災復興特別区域法
復興整備計画の区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域内の届
出対象区域において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又
は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、30日前までに一定事項を被災関
連市町村長に届出なければならない（届出事項の変更も含む。）とされました（宅建業
法施行令第3条第一項第35号）。
（２）津波防災地域づくりに関する法律
また、津波防災地域づくりに関する法律が平成23年12月に成立したことに伴い、重
要事項説明事項等が追加され、12月27日に施行されました。具体的には、宅建業法第3
3条の広告開始時期の制限及び第36条の契約締結等の時期の制限に基づく許可等の処分
に、津波防護施設区域における行為の制限が含まれることとなりました。さらに、宅
建業法第35条の重要事項説明事項として、津波防護施設区域における行為の制限、指
定津波防護施設における行為の届出、指定避難施設に関する届出及び管理協定の効力
が追加されました（以上宅建業法施行令第3条第20の2）。さらに、津波災害警戒区域内
にあるときはその旨を説明することが追加されました（宅建業法施行規則第16条の4の
3第3号）
。

＊国土交通省が公表した「津波警戒区域に関する重要事項説明について」より引用
これに関してよくあるご質問について、 以下の通り整理させて頂きました。
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Ｑ１．津波災害警戒区域として指定されているか否かの確認は、どこで行えば良い
のですか？
Ａ．津波防災地域づくりに関する法律第53条第１項の規定に基づき、都道府県知
事が指定を行うことになりますので、取引の対象となる物件が所在する各都道府
県庁にお問い合わせください。なお、都道府県が区域指定をするときは、当該区
域等は都道府県の公報やインターネットなどの方法により公示されることとなっ
ています。
Ｑ２．津波災害警戒区域の指定のスケジュールはどのようになっているのでしょう
か？
Ａ．区域指定がされるプロセスとして、予め津波浸水想定の設定や関係市町村長の
意見を聴くなどの手続きが必要であり、一概に明確なスケジュールを示すことは
できません。取引に際して、都道府県庁に確認して頂くのが最も正確です。
Ｑ３．津波災害警戒区域として将来指定がされそうな海岸付近の物件等については、
どのように重要事項説明を行えば良いのですか？
Ａ．宅地建物取引業法施行規則第16条の４の３第３号は「当該宅地又は建物が（中
略）津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」という形になっていますので、
取引時に津波災害警戒区域としての指定がなされていない場合には説明を行う義
務はありません。
但し、法施行後間もない制度ということもありますので、上記のケースにおい
ては、必要に応じて取引の相手方等に 「都道府県知事が津波災害警戒区域を指定
するという制度があるが、法施行後間もないことから（都道府県内では）、現時点
では未指定であるものの、今後都道府県が区域を指定する可能性はある」旨を説
明等することが、取引上のトラブルを防止する観点から望ましいと考えられます。
国土交通省では「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」にて重要事項説明
の雛型を用意していますが、今般の宅地建物取引業法施行規則の改正を踏まえ、
当該雛型についても変更を加えました。なお、当該雛型では、「区域内」か「区
域外」のいずれかにチェックを付ける形としていますが、
「区域外」に該当する
取引の場合は、チェックを入れるだけで説明を省略した場合には、法施行後間も
ないことから、将来にわたって確実に「区域外」の状態が続くとの誤解を招くお
それもありますので、必要に応じて上記のように説明をして頂くとともに、備考
欄を設けて説明内容を記載していただくことが望ましいと考えられます。

１６、建築基準法２２条、２３条の適用のあるログハウスの場合
本件土地は建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築
物の火災による延焼等の防止を図る建築基準法第22条に定める区域に指定され
ています。
a.建築物の屋根は原則として不燃材料で造り、又はふかなければなりません。
（建基法第22条第１項）
b.木造の建築物等はその外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁等とし
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又は延焼防止についてこれと同等以上の効力を有する構造としなければなりま
せん。（建基法第23条）

１７、土壌汚染対策の適用外の土地の場合
法令上は、現在、要措置区域に指定されていません。閉鎖登記簿謄本、住宅
地図、地主や近隣住民からの聴取によると以前は駐車場とのことで土壌汚染の
影響を受ける施設はなかったとの事でありますが、詳細は不明であります。な
お本件土地については、埋蔵物に関するボーリング調査並びに土壌汚染に関す
る専門調査は未了であります。
＜記載例＞
「法令上は、現在、要措置区域に指定されていません。本件土地の地歴調査に
ついては、登記簿並びに売主、近隣住民、区役所○○課からのヒヤリングによ
り実施した。それによると本件土地は昭和36年まで農地であったが、その後残
土業者による残土埋め立てにより宅地化され、昭和38年に木造２階建て新築物
件が建築されて分譲されたものであるとのことであった。本件土地の付近には
神田川が流れているが神田川浸水ハザードマップ上では浸水歴はなく、売主か
らも浸水歴はないということであった。なお、本件土地については、埋蔵物に
関するボーリング調査、並びに土壌汚染に関する専門家調査は未了である。」
＊土場汚染対策法が改正され「指定区域」が「要措置区域」、「形質変更時要届出
区域」となりました。平成３１年にも法改正が行われ、○一時的免除中の土地にお
ける土地の形質の変更（法第３条関係）、○土地の形質の変更時の届出と併せた調査結果の
報告（法第４条関係）についてが改正されました。

本件土地の地歴調査については、昭和 20 年以降の航空写真、登記簿並びに周
辺古老からのヒヤリングにより実施した。それによると本件土地は昭和 30 年頃
まで既に廃業した○○紡績の工場跡地であったが、その後宅地化され、昭和 35
年頃に大手不動産会社により木造２階建新築物件が建築されて分譲されたもので
あるとのことであった。本件土地において過去に有害物質を使用していたか否か
は上記調査の過程では判明しなかった。なお、本件土地については、埋蔵物に関
するボーリング調査、並びに土壌汚染等に関する専門家調査は未了である。買主
が専門家調査を実施する場合には当事者協議の上、下記の条項により調査、汚染
除去をなすものとする。
記
第○条 売主は、その費用と負担で平成○年○月○日までに本件土地の土壌
汚染、埋蔵物の調査を行うものとし、同調査の結果本件土地の土壌汚
染、埋蔵物の除去費用を要する場合には、その除去費用は売主の負担
とする。
但し、除去費用に１,０００万円以上を要する場合には売主は、平
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成○年○月○日までに本件土地売買契約を解除することができる。
但し、土壌汚染は、環境省が定めた基準値内までに改善された場合
は除去されたものとする。
２、前項の１,０００万円以上の除去費用の判定は下記の三社で行うも
のとし、１,０００万円以上の判定は、三社の見積もりが一致した場
合とする。
記
Ａ社、
Ｂ社、 Ｃ社
以上の説明で、地質や埋蔵物に不安があれば、売主あるいは買主の費用で地質等の
専門調査をしてもらうということになります。それらについての具体的な重要事項説
明書の記載の仕方については全宅連版「わかりやすい売買契約書の解説」分冊２を参
照して下さい。
＜記載例＞
「本件土地北西の土壌から環境省の環境基準を上回るトリクロロエチレンが検
出され検出数値は環境省の基準値○○○を超えた○○○です。売主である ABC
電気販売株式会社の説明並びに土壌汚染調査会社 XYZ の説明並びに報告によ
りますと、ABC 電気販売株式会社が、機械・電子部品の洗浄剤として使用し
た当該物質が配管網の腐蝕部分を通じて土壌に浸透したものと思われます。売
主は、本物件の引渡しまでの間にその責任と費用負担において、環境基準地を
下回るまでの対策を実施するとともに必要な数値監査を行い、土壌・水質の修
復を行うこととします。詳細は土壌調査報告書・対策計画書・計量証明書等を
参照下さい。」
＊重要事項説明書には、知り得た事実を正確に記載

１８、傾斜地付近の土地の売買には「がけ条例」の適用がないか十分調査が必要です。
買主は、住宅建設の目的で、宅地を媒介業者の媒介で購入しましたが、その後、買
主が建築確認の申請をしたところ、その土地はがけ地に近接しているため、県の建築
基準法施行条例（がけ条例）により、買主が考えていた住宅は現状のままでは建築で
きないこと、建築するためには擁壁の設置が必要なことが判明し、がけ条例について
の重要事項説明が不十分であったとして、指示処分を受けた事例があります。
建築基準法第40条は、「地方公共団体は、その地方の気候、風土の特殊性により、条
例で、建築物の敷地に関して安全上必要な制限を付加することができる」と規定して
います。これを受けて、多くの県で、がけ条例を定めています。
がけ条例の内容は、がけ地においては擁壁を設置するか、そうでなければ、がけか
らがけの高さの2倍以上の距離をおかなければ建築してはならない、というものです。
この建築基準法第40条に基づく条例は、宅地建物取引業法施行令第3条各号には列挙
されていませんが、買主にとっては、各号列挙の制限と異なるところはありません。
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判例でも、がけ条例により建物を建築できないことは、「民法第570条にいう瑕疵にあ
たる」としています（千葉地判昭62．7．17、判時1268J126）。この点からもがけ条例
については、説明が必要なのです。

１９、開発指導要綱等についても調査・説明が必要です。
買主業者Ｅは、共同住宅を建設するため、第一種住居専用地域内の開発分譲地6筆を、
媒介業者の媒介で購入し、その後、買主業者が市の建築確認窓口を訪れ、アパート建
設にあたって事前相談をしたところ、本件分譲地は、市の開発指導要綱に基づいて開
発者と市で事前協議され、戸建住宅用地として開発されたものであって、共同住宅の
建設は認められないことが、判明したため、媒介業者に損害賠償を求めた事例があり
ます。
本件は、開発指導要綱に基づく規制の説明義務に関するものです。判例は、開発指
導要綱に基づく行政指導による規制も、買主にとっては重大な制約となりますから、
説明義務があるとされています（東京地判昭59．12．26、判時1152．148）
。

２０、地元の申合せによる建築制限についても調査・説明が必要です。
買主は、市の中心商店街に面した宅地（170㎡、3億円）を、媒介業者の媒介で購入
しましたところ、隣人からこの宅地を含む付近一帯は、未だ都市計画決定はされてい
ないが、市街地開発事業施行の予定があり、近隣の宅地所有者の申合せにより、当該
区域内に建築される建築物は道路から1.5m後退しなければならないことが判明したこ
とから、媒介業者が報酬額の一部を買主に返還することとなった事例があります。
このような申合せによる制限は、法律上の強制はありませんが、現実には拘束され
るのです。加えて、地元の宅地建物取引業者にとっては公知の事実といって良いので、
説明する必要があると考えられています。

２１、宅地造成等規制法の制限がある場合
本物件は、宅地造成等規制法に定める宅地造成工事規制区域内にあるため次
の行為を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ａ．切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2ｍを超える崖が生じ
ることとなるもの
ｂ．盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1ｍを超える崖を生じ
ることとなるもの。
ｃ．切土と盛土とを同時に行う場合における盛土であって、当該盛土をした土
地の部分に高さが1ｍ以下の崖を生じ、かつ当該切土及び盛土をした土地の部
分に高さが2ｍを超える崖が生じることとなるもの。
ｄ．ａ～ｃ以外の切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積
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が500㎡を超えるもの。

２２、土砂災害指定区域にされていないが、指定される可能性がある場合
現在は土砂災害警戒区域には区域指定されていませんが、本物件が所在する区
域は新潟県の基礎調査の結果、土砂災害の恐れがあることが判明していますので、
今後、土砂災害警戒区域に指定される可能性があります。
【土砂災害警戒区域が指定されるまでの流れ】
①都道府県において、航空写真などを参考に土砂災害の危険がありそうな箇所を選び、
現場に赴いて地形や地質、土地利用状況を調査（基礎調査）。
②基礎調査の結果、将来、土砂災害警戒区域指定の可能性が高い場所を「土砂災害危
険箇所」と呼び（現在全国で約52万か所が指定されています）
、この基礎調査の結果を、
情報伝達、警戒避難体制整備を受け持つ市町村に通知し協議して「土砂災害警戒区域」
として指定。
土砂災害警戒区域に指定されていなくても土砂災害危険箇所について、地方公共団
体は、GIS（Geographic Information System：地理情報システム）で公表し、照会す
れば回答してくれ、平成26年１月から施行されている改正土砂災害防止法は、都道府
県が実施した基礎調査について、従来「都道府県知事は市町村に通知する」となって
いたのを「通知するとともに公表しなければならない。」としたことから、基礎調査結
果は誰でも容易に確認できることになりました。東京都でも、基礎調査が完了した地
域については、土砂災害防止法第4条2項に基づき調査結果の公表を行っています。
従って、重説では、単に「土砂災害警戒区域外」とするだけでなく、
「備考欄」には、
「現在は土砂災害警戒区域には区域指定されていませんが、本物件が所在する区域は
東京都の基礎調査の結果、土砂災害の恐れがあり、今後、土砂災害警戒区域に指定さ
れる可能性があります。
」と記載しておくべきでしょう。

２３、水害リスクに関する重要事項説明について

宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明の追加)
に関するＱ&Ａ(令和２年７月１７日現在)
１、概論
Ｑ１ 今回、重要事項に水害リスクに係る説明が追加された理由は何ですか。
Ａ１ 昨今、平成30 年７月豪雨や令和元年台風19 号など、甚大な被害をもたらす大規模
水災害の頻発を受けて、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思
決定を行う上で重要な要素となっていることを踏まえ、水防法（昭和24 年法律第193号）
に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害リスクに係る説明を契約締結前ま
でに行うことが必要となってきたことから、今回、重要事項に水害リスクに係る説明が追
加されました。
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２、水防法に基づくハザードマップについて
Ｑ２ー１ 水防法に基づく水害ハザードマップとはどのようなものを指しますか。
Ａ２ー１1 水防法に基づく水害ハザードマップとは、水防法第15 条第３項の規定に基づい
て市町村が提供する水害（洪水、雨水出水、高潮）ハザードマップを指します。
Q2-2
Ｑ２ー２ 現行の水防法に規定する浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）の法施行前に
策定された古い水害ハザードマップがいまだ存在する自治体があり、現行法に対応する更
新がなされていない場合、この古い水害ハザードマップについて説明することになります
か。
Ａ２ー２ 水防法の規定上、平成27 年の改正以前の水防法に基づき作成された古い水害ハ
ザードマップであっても、現行の水防法に基づくハザードマップと見なされるため、平成2
7 年の改正以前の水防法に基づき作成された古い水害ハザードマップが存在し、現行法に
対応する更新がなされていない場合も、古い水害ハザードマップについて説明する必要が
あります。
Ｑ２ー３ 説明に必要な水害ハザードマップは、どこで入手できますか。
Ａ２ー３ 取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のHPから入手することが可能です。
また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。当該市町村のHP
に掲載がない場合、当該市町村の担当窓口までお問い合わせ下
さい。また、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類のハ
ザードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こちらからもご
確認いただけます。（ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/）
上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください。

１． 総論
Ｑ２ー４ HP に掲載されている水防法に基づく水害ハザードマップが最新であるか、その
都度、各市町村へ問い合わせする必要がありますか。
Ａ２ー４ 取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のHPに掲載されている水害ハザー
ドマップを最新のものとして差し支えありません。なお、当該水害ハザードマップの作成
時点が分かる場合には、作成時点を明記することが望ましいです。
Ｑ２ー５ 公表されている水害ハザードマップが水防法に基づくものかどうかわからない場
合、どのようにすれば良いでしょうか。
Ａ２ー５ 当該水害ハザードマップを作成している市町村へお問い合わせ願います。
Ｑ２ー６ 河川ごとに水害ハザードマップが作成されている場合は、それぞれ説明しなけ
ればならないのでしょうか。
Ａ２ー６ 河川ごとに水害ハザードマップが作成されており、取引の対象となる宅地又は
建物の所在地が複数のハザードマップに含まれている場合は、当該宅地又は建物の所在地
が含まれるハザードマップそれぞれについて説明する必要があります。
Ｑ２ー７ 公表されている水害ハザードマップの名称が単に「水害ハザードマップ」とさ
れており、洪水・雨水出水・高潮のうち、どれを指しているか分からない場合、どのよう
にすれば良いでしょうか。
Ａ２ー７ 各市町村にお問い合わせの上、ご確認ください。
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Ｑ２ー８ 水防法に基づく雨水出水ハザードマップは、どこから確認出来るのでしょうか。
Ａ２ー８ 各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類のハザ
ードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こちらからご確認
いただけます。（ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/）
上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください。
Ｑ２ー９ 水防法に基づく高潮ハザードマップは、どこから確認出来るのでしょうか。
Ａ２ー９ 各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類のハザ
ードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こちらからご確認
いただけます。（ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/）
上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください。
３

説明すべき事項について

Ｑ３ー１ 何を重要事項説明として説明しなければならないのでしょうか。
Ａ３ー１ 水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象と
なる宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおける当該
宅地又は建物の所在地を示して説明しなければなりません。
Ｑ3-2
Ｑ３―２ 重要事項説明の際には、どのような形で説明すれば良いですか。また、重要事
項説明書参考様式中の「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」には何を記載す
ればよいでしょうか。
Ａ３ー２ 具体的には、水防法に基づく水害ハザードマップを提示しながら、当該マップ
における取引の対象となる宅地又は建物の位置を示す必要があります。また、重要事項説
明書参考様式中の「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」には、当該マップに
て所在地を示す旨（「別紙のとおり。」、「別添ハザードマップ参照。」等）を記載することを
想定しています。
Ｑ３ー３ 水防法に基づく水害ハザードマップ上で宅地建物の位置が特定できない場合、ど
うしたらよいですか。
Ａ３ー３ 本説明義務は、水防法に基づく水害ハザードマップにおける宅地又は建物の地
番まで正確に示すことを求めるものではなく、概ねの位置を示せば足りることとなります。
位置が不明な場合は各市町村にお問い合わせください。
Ｑ３ー４ どのように取引の対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示したら良いでしょう
か。
Ａ３ー４ 宅地又は建物の位置の具体的な示し方について、明確に定めてはおりませんが、
水害ハザードマップを提示の上、当該宅地又は建物の場所を指し示す、又は水害ハザード
マップ上において当該宅地又は建物に印をつける、等が考えられます。
Ｑ３ー５5 取引の対象となる宅地又は建物は、浸水想定区域の外にありますが、それでも
位置を示す必要はありますか。
Ａ３ー５ 取引の対象となる宅地建物は、その所在地が浸水想定区域の外にある場合でも、
水防法に基づく水害ハザードマップにおける位置を示さなければなりません。その場合は、
浸水想定区域の外であるからといって、水害のリスクがないと取引の相手方が誤認するこ
とがないよう配慮してください。
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Ｑ３ー６ 宅地建物の所在地のみを説明すればよいのでしょうか。それ以外に何か説明す
る必要はありますか。
Ａ３ー６ 近隣にある避難所についても、説明が義務付けられているものではないですが、
その位置を示すことが望ましいです。また、水防法に基づく水害ハザードマップは、必要
に応じて変更される旨も併せて説明することが望ましいです。
なお、水害ハザードマップに記載されている詳細な内容の確認については、当該水害ハ
ザードマップを作成した自治体に問い合わせるよう、相手方に伝えることが望ましいです。
Ｑ３―７ 水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すこ
とが望ましいとされていますが、この場合、別添の水害ハザードマップにて物件の所在地
から最も近い避難所の位置を表示することでよろしいのでしょうか。
A3-7
Ａ３ー７ 位置を示した避難所が最適な避難所であると相手方が誤認することのないよう、
物件周辺の複数の避難所の位置を水害ハザードマップにて示すことが望ましいと考えられ
ます。
なお、水害ハザードマップに記載されている避難所についての詳細な内容の確認につい
ては、当該水害ハザードマップを作成した自治体に問い合わせるよう、相手方に伝えるこ
とが望ましいです。
Ｑ3-8
Ｑ３ー８ 浸水想定区域に該当しないことをもって水害リスクがないと相手方が誤認する
ことのないように配慮することが望ましいとありますが、この場合の説明方法はど
ういったことが考えられますか。
Ａ３ー８ 例えば、水害ハザードマップに記載してある、「雨の降り方や土地利用の変化等
により地図に示した浸水区域以外のところでも浸水することがありますので、ご注意くだ
さい」「洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合がありま
す」というような文言を相手方に示しながら、当該文言を読み上げたうえで、詳細につい
ては市町村に問い合わせるよう案内することが考えられます。
Ｑ３ー９9 所在地が浸水想定区域に該当する場合等に、顧客からより詳細な説明を求めら
れた場合、宅地建物取引業者はどのように対応したらいいですか。
Ａ３ー９9 水害ハザードマップに記載のある市町村の窓口に問い合わせて頂くよう、ご案
内ください。
４

水防法に基づくハザードマップを市町村が作成していない場合

Ｑ４ー１ 市町村から、水防法に基づく水害ハザードマップを作成していないと言われま
した。ハザードマップを市町村が作成してない場合、ガイドラインにおいて「市町村への
照会をもって調査義務を果たしたことになる」とされていますが、この場合は、どのよう
な説明をすればよいのでしょうか。水害ハザードマップが存しない旨の説明をすればよい
でしょうか。
Ａ４ー１ 取引の対象となる宅地又は建物が所在する市町村において、水防法に基づく水
害
ハザードマップが作成されていない場合は、「当該宅地又は建物が所在する市町村において
は、水防法に基づく水害ハザードマップは作成されておりません。」と説明する必要があり
ます。
５

その他
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Ｑ5-1
Ｑ５ー１ 水防法の規定ではありませんが、水害リスクの観点から作成する「ため池ハザ
ードマップ」や「浸水実績図（に基づく水害ハザードマップ）」についての説明は不要です
か。
Ａ５ー１ 本説明義務は、「ため池ハザードマップ」等の水防法以外の規定に基づくハザー
ドマップまで説明することを求めるものではありません。
Ｑ5-2
Ｑ５ー２ 市町村への確認だけで宅建業者は調査義務を果たしたことになるのでしょうか。
（都道府県が浸水想定区域を見直し、それがマップに反映されていないケースもある）
Ａ５ー２ 本説明義務では、浸水想定区域の浸水想定区域が見直された場合であっても、
当該見直しが水害ハザードマップに反映されていない場合は、現存する最新の水害ハザー
ドマップを使用すればよいこととなります。
９ 水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザード
マップ）における
当該宅地建物の所在地
水害ハザード 洪水

□有 図面名称：

□無 （照会先：

マップの有無 雨水出水（内水）□有 図面名称：

□無 （照会先：

高潮

□有 図面名称：

□無 （照会先：

）
）
）

水害ハザードマ □該当する図面（ハザードマップ）における当該宅地建物の所在地については別添のとおりです。
ップにおける宅

なお、水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があります。

地建物の所在地

第５

飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

【飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況】
重要事項の説明では、直ちに利用可能な供給施設及び排水施設、施設の整備予定の
有無を説明し、整備予定「有」の場合は整備予定年月日及び施設整備のための費用負
担の有無を説明します。
「直ちに利用可能な施設」とは重要事項の説明時において現に利用している施設、
又は容易に利用可能な状態 (例えば、前面道路まで施設管が配管されており、いつで
も敷地内に引き込める状態にあること)にある施設をいいます。
取引後に買主とのトラブルを残さないためにも、調査不十分による暖味な説明は避
けなければなりません。
なお、電力小売りの自由化にともない、基本的には小売電気事業者を自由に選べま
す。買主が小売電気事業者を選択し個別に契約するため、現在契約している小売電気
事業者については、相手方へ説明するものとします。
１ 調査
現地調査では生活関連施設の種類別の有無等、目で見て確認ができる範囲の調査に
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とどまります。地中については確認は困難ですが、できるだけ聞き取り調査をしてく
ださい。
埋設されている配管の状況を確認するには、調査先の備付け図面の閲覧・写しの取
得及び担当者へのヒアリング等を行う必要があります。また「直ちに利用可能で、か
つ将来にわたって支障のない施設」かどうかも確認する必要があります。
① 共用している施設について
施設を共用している場合、買主も利用できるかどうかを、はっきり調査して、利用
できる場合は、使用料の有無を調べて説明します。水道施設の場合や排水施設 (枡)に
みられる例です。
特に注意を要するのは、個人間 (親類とか友人とかの関係)で恩恵的に共同使用させ
てもらっていた施設の場合です。この場合に、物件の売主が「使用できます」と説明
したのを額面どおりに受け取り、「直ちに利用できる」旨、重要事項説明書に記載した
ところ、買主が使用することは断られたというケースもありますから、十分に調査し
てください。
もし、共同使用できないことが分かったら、新規に引き込む又は接続することがで
きるかどうか、費用負担のことも含めて施設関係役所 (会社)に問い合わせて、その結
果を説明してください。
② 水道設備及び下水道設備について
水道設備の調査は、特に注意してください。従来からの建物には供給していても、
配管の口径が小さくて新規利用目的では供給容量が不足する場合がありますので、配
管の口径を調べた上で、もし不足する場合は費用が発生することを伝えておく必要が
あります。
また、下水道設備では、前面道路の配管だけでなく、汚水枡の有無まで確認してお
く必要があります。もしない場合には設備費用の負担が発生するかどうかまで調べ、
相手方に伝えておく必要があります。こういう場合には、別に配管するか、配管し直
しになることになり、「直ちに利用可能」と説明してしまったことが虚偽説明になりま
す。急激に市街化し住宅が増えた場所や一つの画地を分割して売却するような場合に
あることですので、役所にしっかりと問い合わせる必要があります。
③公設管と私設管について
公設管とは、前面道路の埋設管が、設備事業者の所有又は管理になっている場合を
いい、水道や下水道などは、地方公共団体が所有又は管理している場合が多くみられ
ます。
私設管とは、前面道路の埋設管が、設備事業者以外の私有になっている場合をいい、
例えば、前面道路に接する土地の所有者が、前面道路に埋設管を設置し、所有又は管
理している場合などがあげられます(なお、前面道路配管とは前面道路に埋設されてい
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る配管をいい、敷地内配管とは前面道路配管から宅地内に引き込まれているメーター
までの配管をいいます。したがって、私設管は取引物件の敷地内配管のことではあり
ません)。
ただし、前面道路が公道であっても埋設管が私設管である場合や特殊の場合も多々
ありますので、公設管か私設管かの確認を必ず、管轄する都道府県や市町村の水道局、
下水道局等で確認してください。また私設管の場合は管の所有者だけでなく管理者等
に確認し、再建築時の掘削や分岐の承諾、費用、現在の口径で新築物件の最上階まで
水道水の供給が可能か否か等について確認する必要があります。
要するに、私設管を重要事項説明で説明する趣旨は、前面道路の埋設管を利用する
にあたり、管の所有者又は管理者の承諾や金銭負担が必要になる場合があること、ま
た、将来、配管の老朽化に伴う取替え工事にあたり負担金が発生する可能性があるこ
と等によるものです。公共団体以外の設備事業者が所有又は管理する管が全面道路に
埋設されているような場合で、私設管の記載に迷うときは、これらの観点から所有者
又は管理者の名称・所在、負担金予定額を記載説明して下さい。
また、隣地から設備管が引き込まれている場合も私設管と呼ぶことがありますが、
その場合は前面道路の埋設管との混乱をさけるため、「私設管有り」とせず、備考欄で
その旨(隣地から引き込まれていることや、隣地所有者との取決めがあればその旨)を
記載しておいた方が良いでしょう。
④ ガスの敷地内配管等設備の所有権又は使用権について
敷地内配管設備等に関して、住宅の売買後においても、宅地内のガスの配管設備等
の所有権又は使用権がガス販売業者などの買主以外の第三者にあるものとする場合に
は、その旨の説明が必要です。
例えば、家屋内外に設置したプロパンガス用配管の所有権がプロパンガス業者にあ
るような場合です。この場合、撤去するのに負担金がかかるのかどうかの確認も必要
です。
また、団地型の住宅などで集中プロパン設備があり供給を受けている場合は、敷地
内の配管や設備の所有権が誰に帰属するのか調査が必要です。新規利用者(買主)が設
備投資の分担金を徴収されるかどうかも確認してください。
(プロパンガス配管設備に関する国土交通省の指導・最近の判例)
プロパンガス配管設備の所有権の帰属に関するトラブルが発生していることから、
国土交通省は特に平成元年11月22日付で「宅地建物取引業者は、建売住宅の売買の相
手方等に対してその売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者(取引士)を
して、宅地建物取引業法第35条第1項各号に掲げる重要な事項について書面を交付して
説明をさせなければならないが、その際、宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭
用プロパンガス販売業者にある場合にはその旨を説明すること。」として重要事項説明
書に明記して説明するよう要請していますので留意してください。また、公正取引委
員会も平成11月6月29日付で国土交通省に対して「配管の所有権がLPガス業者にある場
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合には、建築業者等が住宅を販売するに際し、消費者に明確に説明し了解を得たうえ
で、それらを明記した書面を交付するよう建築業者等への周知を要請」をしています。
なお、公正取引委員会の「LPガス販売業における取引慣行等に関する実態調査報告
書の概要」の中に最近の判例について以下のような記載がありますので引用しておき
ます。ただし、これらの判例はいずれも判例集未登載のようです。
「平成9年9月及び10年1月の宇都宮地裁判決では、配管は通常建物に附合するため、
その所有権は建物の所有者にあるところ、特に販売業者に所有権があるとする契約が
存在しないとして、販売業者の所有権が否定された。また、平成11年1月の東京地裁判
決では、建物の販売契約時に配管の所有権が販売業者に留保されることについて説明
がなされていないことから、消費者が建物と一体のものとして配管の所有権を取得し
たと考えるべきであり、これに矛盾ずる内容のガス販売時の消費者への配管貸与契約
は錯誤により無効である。」
この点に関連してプロパン販売業者は液化石油ガス法の第14条に基づく書面(以下「交
付書面」といいます)を消費者に交付することが義務付けられています。交付書面には
LPガス設備の所有関係や保安業務の内容、料金計算や解約方法、LPガス取扱い上の注
意事項などが記載されていますが(契約をより明確化し、お客様の理解を得るため、別
途「契約書」を交わす販売事業者もあります) 、この交付書面の記載内容を無視して
販売店を変更した消費者・新業者に対して、書面に記載されているとおり、旧業者へ
の設備費用の支払を命ずる判決が出ているようですので注意が必要です(東京高裁平1
3．7．11、判例集来登載)。
２ 説明
説明にあたっては説明事項のほかに、どの部分に、どの位の口径の管が埋設されて
いるか、概略図を用いて説明することが望ましいでしょう。
また、説明書様式の欄外の※印で印刷してある「直ちに利用できる」という意味を、
取引の相手方(買主)に明確に説明してください。

ポイント

公設管・私設管・敷地内配管の違いについて

前面道路に埋設されている本管が公設管か私設管かをチェックすることになります
が、
公設管とは、前面道路の埋設管が、設備事業者の所有又は管理になっている場合をい
い、水道や下水道などは、地方公共団体が所有又は管理している場合が多くみられます。
私設管とは、前面道路の埋設管が、設備事業者以外の私有になっている場合をいい、
例えば、前面道路に接する土地の所有者が、前面道路に埋設管を設置し、所有又は管理
している場合などがあげられます。
敷地内配管は、前面道路からメーターまでを言います。このように敷地内配管は、前
面道路内の部分を含んでいるので注意が必要です。敷地内引込管と言う場合もあります。
敷地内配管は、敷地所有者のもので、その使用等は、原則無償ですが、仮に有償の場合
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は備考欄でその旨を記載することになります。

◎
本
管

敷地

内配管

【具体的な特約・容認事項・記載例】
１、飲用水
本物件での建築の際の施設利用については計画建物によって異なるため○○
ガス、○○市上下水道局等関係官庁と協議の上、指導に従ってください。
買主は予め下記の点を確認承認して下さい。
記
１．本物件の上水道管については、道路埋設管○○㎜は、売主名義の私設管
となっていて、同管より○○㎜管にて分岐して本物件敷地内に引き込んでい
ること。
２．原則的に同引込み管の口径変更・増設はできないこと。
３．この口径の引込み管の水圧により給水可能な高度等については買主の責
任において水道局等に確認すること。
４．新たに買主が建築する建物の給水問題については売主、仲介業者は何ら
の法的責任を負わないこと。
飲用水引込み管は、本管より分岐し、他の区画（全４区画）の所有者との「連
合管」として、水路敷上を特定工作物（給水管）の占用許可を受けて北側の
画地に埋設されており、この連合管より分岐して各宅地内に引込んでいるた
め、この連合管の維持管理は、連合管の名義人が共同にて負担するものとす
る。
売主は、本物件引渡しまでに本物件の前面道路（公道）に埋設されている上
水道私設管○○㎜管（私設管の所有者○○市○○町○○丁目○○番○○号
○○氏）より分岐する旨の承諾印を私設管所有者から取得し、買主に引渡す
ものとする。但し、本物件の引渡しまでに同承諾印が取得できない場合は、
本物件の引渡し日の延期等について売主及び買主は協議するものとし、同協
議が10日以内に整わない場合は、本契約は、白紙解除するものとし、売主は
受領済みの金員の全額を無利息にて買主に返還するものとする。
本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己
の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。
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但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について
協議するものとし、協議が整わない場合は、無条件にて本契約を解除するも
のとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとす
る。
本物件敷地内に第三者の水道供給管が埋設されていますが、買主は現況にて
買い受けるものとし、今後、買主は売主に対し、撤去、損害賠償その他法的
請求をなし得ないことを予め確認する。

２、ガス
本物件での建築の際の施設利用については計画建物によって異なるため○○
ガス、○○市上下水道局等関係官庁と協議の上、指導に従ってください。
本物件のプロパンガス供給施設は株式会社○○プロパンに所有権が留保され
ており、プロパン供給会社を変更する場合には撤去費用、交換費用が別途必
要となることを買主は予め容認する。
本物件のガスは付近住民が組合組織の元に設置した集中プロパンガス施設か
ら供給されているものであり、組合に対する加入費・維持費を別途必要とす
ることを買主は予め確認する。

３、電力の小売り自由化に伴う重要事項
電力の小売全面自由化に伴う重要事項説明書記載の留意点（全宅連平成28年４月よ
り）
平成28年４月１日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力の
小売が全面的に自由化されました。これに伴い、国土交通省より、重要事項説明時等
における宅建業者の対応について、下記の通知がなされております。
〇電力供給及びガス供給に関する情報提供について（国土動第158号、平成28年
３月31日）
（抜粋）
平成26年６月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72
号）が公布され、平成28年４月１日から施行される。これにより、電力小売全面
自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に
選択することが可能になる。ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅
全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者
による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
（中略）
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宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するま
での間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第１項第４号に基づ
き、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明
をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併
せて情報提供することが望ましい。
電力供給に関する事項について
売買、交換又は貸借の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小
売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならな
い場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
上記通知の主旨を踏まえ、 全宅連版の重要事項説明書記載にあたっては、 以降の
点にご留意ください。
≪更地・新築戸建の売買の場合≫
更地や新築戸建の売買などにおいては、原則、買主がご自身で小売電気事業者を選
択できます。その場合は、次の通り記載します。
【土地の売買・交換用】９

飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

【土地建物の売買・交換用】１２ 飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
項

目

直ちに利用可能な施設※

管等の状況

整備予定・負担金予定額

☑有→小売電気事業者:下記備考参照
③

電

気

住所:

☑無:□有

電話:

平成

年

月頃
円

□無
備

③電気について、現在契約している小売電気事業者はありません。買主様が小売電気事業者

考

を選択することができます。

≪中古戸建の売買の場合≫
中古戸建の売買については、原則、買主がご自身で小売電気事業者を選択できます。
ただし、小売電気事業者を変更するためには、スマートメーター（※）の設置が必要
です（スマートメーター未設置の場合のみ）。スマートメーターへの交換には、原則費
用はかかりませんが、メーター交換に伴う工事に費用がかかる場合があります。変更
手続などの詳細については、変更先の小売電気事業者に連絡していただくよう説明し
ます。
以上を踏まえて、売主が契約している小売電気事業者を記載し、備考で小売電気事
業者の選択が可能であること、また、小売電気事業者を変更される場合は、買主にて
変更先の小売電気事業者にご連絡いただく旨を説明してください。
（※）スマートメーターとは、毎月の検針業務の自動化や HEMS（住宅用エネルギー
管理システム）等を通じた電気使用状況の見える化を可能にする電気量計のこと。各
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電力会社によれば、将来すべての利用者への設置を完了する計画となっていますが、
当面はスマートメーターが設置されていないものがあるため、確認することが必要で
す。
【土地建物の売買・交換用】１２
項

目

飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

直ちに利用可能な施設※

管等の状況

整備予定・負担金予定額

☑有→小売電気事業者:○○株式会社
③

電

気

住所:東京都○○区１―１―１

☑無:□有

平成

年

電話:（０３）△△△△―△△△△

月頃
円

□無
備

③電気について、買主様が小売電気事業者を選択することができます。 なお、小売電気事

考

業者を変更される場合は、変更先の小売電気事業者にご連絡ください。

≪区分所有建物の売買の場合≫
区分所有建物では、各戸で個別に電気契約をしている場合には、小売電気事業者の
変更ができますが、管理組合が一棟の電気を高圧一括受電契約している場合には、変
更できないことになります。
その建物の受電方式の確認方法としては、まずは管理会社又は管理組合へ照会して
確認してください。さらに、念のため、「電気ご使用量のお知らせ（領収証）」等によ
り、売主からも請求元を確認します。管理会社又は管理組合から請求されている場合
は、その建物は高圧一括受電契約をしており、小売電気事業者の変更ができない可能
性が高いと考えられます。小売電気事業者の変更ができない場合は、次の通り記載し
ます。
当該建物が高圧一括受電契約となっており、小売電気事業者の変更ができない場合
【区分所有建物の売買・交換用】１１
項

目

飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

直ちに利用可能な施設※

管等の状況

整備予定・負担金予定額

☑有→小売電気事業者:○○株式会社
③

電

気

住所:東京都○○区１―１―１
電話:（０３）△△△△―△△△△

☑無:□有
□可

平成

年

月頃
円

☑不可
□無
備

③ 電気について、当該建物は高圧一括受電契約となっており、上記小売電気事業者は変更

考

することができません。電気のご契約については、上記小売電気事業者にお問い合わせくだ
さい。

≪建物貸借の場合≫
ここでは一棟のアパートなど区分所有建物以外の建物貸借を前提に解説します（区
分所有建物の貸借の場合は、前述「区分所有建物の売買の場合」をご参照ください）
。
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建物貸借では、住戸別に借主が電気契約している場合には、原則、借主が小売電気事
業者を選択できますが、貸主等が一棟のアパート等を一括受電契約している場合には、
原則、借主が小売電気事業者を選択することができません。
受電方式を確認するには、貸主等に照会します。
なお、当該建物が借主による小売電気事業者の変更等を制限している場合、その旨
を備考等で説明する等、留意が必要です。

借主が小売電気事業者を選択できる場合
このケースでは、借主が個別に小売電気事業者と契約している場合が考えられます。
【建物貸借用】 ９

飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
□小売電気事業者：下記備考参照

②

電

気

（住所）

（電話）

［容量］○○アンペア／［メーター］□専・□子・□割当・□
②電気については、借主様が小売電気事業者を選択することができます。なお、
備

考

小売電気事業者を変更される場合は、変更先の小売電気事業者にご連絡ください。

借主が小売電気事業者を選択できない場合
このケースでは、一棟の建物につき単独で契約、貸主が借主から電気料金を徴収し
ている場合などが考えられます。このようなときは、次の通り記載します。この他に
も借主が小売電気事業者を選択できないケースは、下記に準じて記載します。

【建物貸借用】 ９

飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
☑小売電気事業者：○○株式会社

②

電

気

（住所） ○○県○○市１―１―１ （電話）（○○○） △△△△ − △△△△
［容量］○○アンペア／［メーター］□専・□子・□割当・□
電気について、当該建物は貸主様が一括で電気契約しており、借主様で上記小

備

考

売電気事業者を変更することができません。電気のご契約については、上記小売
電気事業者にお問い合わせください。

なお、平成28年４月１日より既存の電力会社（北海道電力㈱、東北電力㈱、中部電
力㈱、北陸電力㈱、関西電力㈱、中国電力㈱、四国電力㈱、九州電力㈱、沖縄電力㈱）
は、小売電気事業者として登録されています。 ただし、東京電力㈱については組織変
更し、個々のお客様との電気の契約等（小売電気事業）は「東京電力エナジーパート
ナー㈱」が引き継いでおります。
小売電気事業者については、 経済産業省資源エネルギー庁のホームページより一覧
を閲覧していただけます。
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第６ 取引条件に関する事項、その他
重要事項説明の項目のうち、契約書（いわゆる 37 条書面）の記載事項と重複する事項
については、重要事項説明の際には、適宜、契約書の（案）を添付し内容を必ず説明し
て下さい。書式中「別添 売買契約書（案）の通り」
「別添 賃貸借契約書（案）の通り」
として下さい。重要事項説明の段階では、未だ契約は締結されていませんし、重要事項
説明書と契約書の内容の食い違いからしばしば紛争が起きている実態にかんがみ、両者
の相違を無くすことを意図したとともに、重要事項説明を契約締結とは別個の機会とし
て取引の相手方に、重要事項と同様に契約書の内容についても理解・検討する時間的余
裕を持ってもらうことがより望ましいからです。
その他

【事故物件】
殺人事件
物件敷地内において、平成○○年頃、死亡事件（殺人）が発生したが、事件
当時の建物は、「お祓い」をして取り壊しをしているとのことである。以上の点
は「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、買主は売主に対し損害賠償その
他法的請求をなし得ないものとする。
自殺案件
売主から、本物件２階居間において、平成〇〇年頃、売主家族が首つり自殺
をした旨の告知があったが、既に「お祓い」を済ませているとのことである。
以上の点は「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、買主は売主に対し、損
害賠償その他の法的請求をなし得ないものとする。
自然死（病死）
本物件１階１０２号室において、平成〇〇年頃、自然死（病死）をした賃借
人の発見が遅れたため腐乱死体となっていたところ、賃貸人は、床壁の取り換
え、内装全体のやり直しをなし、既に「お祓い」を済ませているとのことであ
る。以上の点は「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、賃借人は賃貸人に
対し、損害賠償その他の法的請求をなし得ないものとする。

【関連する Q&A】
Ｑ 自殺は何年前まで遡って説明すればいいか？
Ａ

宅建業者の場合と家主の場合、通常の売主の場合とで分けて論じる必要がありま

す。
【宅建業者の場合】
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まず、宅建業者の説明状況については、宅建業者に対するアンケートによると実際
の対応はまちまちのようですが、予防法学の立場からすると、宅建業者の場合、何年
たったら説明しなくともよいということにはならないと言われています。多くの行政
の指導もそのようになっているようです。それは、宅建業法47条は、重要事項の定義
を「宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、
交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該
宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、
宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」と定義し
ており、それを聞いたら借りなかった、買わなかったと言われる可能性があるからで
す。逆に、何年も前のものであれば気にしないという人もいるはずなので、むしろ事
前に説明しておくべきでしょう。よく問題になるのは借りたり、買った後、近所の人
に聞かされ、「騙された。」という感情的な反応です。こうなるとなかなか解決が難し
くなります。
【売主本人の場合】
売主本人の場合についても下記の判例を見ると自殺から７年程度の経過であれば、
ほとんど瑕疵を認めており、猟奇殺人にあっては50年以前のものであっても瑕疵を認
めているので、やはり事実を告げて容認事項で処理するのが妥当でしょう。買った後、
近所の人に聞かされ、「騙された。」というトラブルが深刻になるのは、宅建業者の場
合と同様です。
【参考】殺人に関する留意すべき事例
50年前の猟奇殺人を土地売買の瑕疵とした事例（東京地裁八王子支判平 l2.8.31 甲）
【判決要旨】
本件事件は、本件現場土地上の建物において、約50年前に発生したものであるから、
場所的に本件土地と直接結びつくものではなく、また時間的に人々の記憶から薄れる
ほど遠い昔のことといえなくもない。しかし、本件事件が単なる殺人事件といったも
のではない特異な猟奇性を帯びた事件であったこと、また本件事件の発生した場所が
束京都下の農山村地帯であったことに鑑みれば、本件事件は、単にその事件が発生し
た建物においてのみならず、その事件が発生した屋敷・地所とともにそれに関連して
深く地元住民の記憶に残されたであろうと考えられること、現に、本件においては、
事件発生の建物が取り壊された後も、10数年にわたって、本件事件は放置された本件
現場土地とともに地元住民の記憶の中に忘れずに残つていたことからすれば、本件事
件が本件土地と直接結びつくものではないといえず、本件土地は、本件売買当時、本
件事件の影響を色濃く残していたため、未開発のままであった土地であるといわなけ
ればならない。右のような事情の下で、本件事情を知らされずに本件土地を購入したX
が、本件土地上に新居を建築しそこに居住することに「住み心地の悪さ」、むしろ「住
みたくない」と感じるのは、今後ともその事情を知つた近隣住民との付き合いを続け
ていかなければならないXにとって自然の感情で、 Xのみに特有の心理状態ではなく、
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Xと同じ立場に立たされた一般人においても同様の感情を抱くであろうと判断される。
本件売買契約において、本件現場土地にXが知らされなかった本件事件が存在したこと
は、Xにとって、本件土地が将来にわたって居住し続けるために通常保有すべき性質を
欠いている隠れた瑕疵であったといわなければならない。
【解

説】

古い事案であっても、上記の要件を備える場合には瑕疵に当たることもあることを
留意すべきです。特に事件の残虐性や地元の記憶に強く残っているということを判例
は重視しています。後で地元の人から事件があったこと聞かされると問題が複雑にな
ります。取引をまとめたいという目先の問題にだけとらわれることなく、十分な配慮
が必要です。
感情的な反応になると対応が困難になります。
ポイント

重要事項説明をした直後に顧客から宅建業法違反を指摘された事例

【トラブル事例】重要事項説明が終了した直後、その顧客は突然「今あなたは宅建業
法違反をした自覚がありますか。」と言ってきました。その取引士は特に自覚もなかっ
たので、「何ですか。」と質問したところ、「今あなたは重要事項説明する際に取引士証
を提示しなかったが、これは宅建業法違反ですよね。私だからよかったようなものの
うるさい客だと行政に行きますよ。」と言って帰っていきました。仲介業者は、今後も
ささいなことでクレームをつけられるのではないかと不安になったとのことでした。
取引士は、相手方（買主・借主等）に取引士証を提示しなければならないとさ
れていますので、提示を要求されなくても、提示する義務があります（宅地建
物取引業法第35条第4項）。

【解説】
確かに、宅建業法は説明の際の方式として、「宅地建物取引業者は、取引士をして、
書面を交付して説明をさせなければならない。
」（宅地建物取引業法第35条第1項）と規
定し、取引士の記名押印を義務づけるとともに（宅地建物取引業法第35条第5項）、重
要事項の説明にあたって、取引士は、相手方（買主・借主等）に取引士証を提示しな
ければならないとされていますので、提示を要求されなくても、提示する義務があり
ます（宅地建物取引業法第35条第4項）。今、日本人の80人に一人は宅建業法を勉強し
ているといいます。宅建業者にならなくても就職や出世に役立つからです。くれぐれ
も顧客を侮ってはなりません。法を守っていれば無用なクレームを心配することもあ
りません。
ポイント

何故、売主（譲渡人）に重要事項説明書の確認を求めるのですか。

宅建業法35条は、買主（譲受人）に対する説明義務を規定していますが、売主（譲
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渡人）に対する説明義務は課していません。それでは何故、売主（譲渡人）に確認を
求めるのでしょうか。それは、売主（譲渡人）にしかわからないことがあり、その売
主（譲渡人）に内容を確認してもらうことによってできるだけトラブルを防止するた
めです。ちなみに、売主に告知書を書いてもらうのも同じ目的です。

第４章

付帯設備一覧表の活用

付帯設備一覧表は建物内の設備について売買対象設備を明確にするためのものです
が、付帯設備にはもう一つの効用を期待しています。すなわち、全宅連の一般売主用
の売買契約書では瑕疵担保責任を負わない特約条項になっていますが、売主が瑕疵を
知っている場合は民法572条により、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合は宅
建業法40条により、売主が事業者で買主が消費者の場合は消費者契約法８条により効
力が生じません。そこで、契約不適合がある場合には、その内容を明確にして買主に
認識させ、売主の責任の内容をどのようにするのか明確にしておくことが必要なので
す。そこで、不都合な内容を付帯設備一覧表の備考欄に明記しておく必要があるので
す。
設備の修復義務免除の特約
売主様は、第○条に定める「設備一覧表」の設備に「有」と記したもの
を、本物件引渡しと同時に買主様に引き渡しますが、買主様が引渡しを受け
た後に、故障や不具合が生じたとしても、売主様は買主様に対し、その修復
義務や瑕疵担保責任、損害賠償義務等を負わないこととします。なお、買主
様は添付した設備一覧表の備考欄に記されたとおりの使用不可、異常箇所の
ある付帯設備があることを予め確認いただきます。
(添付する設備一覧表)

付

帯

設

備

流

し

台

□有・□無・□撤去

換

気

扇

□有・□無・□撤去

異常音あり

□有・□無・□撤去

グリルは故障

ガス(オーブン)

付

帯

機

能

設備の有無

備

考

レンジ
以下・省略

売主の設備等の現況報告（不明の場合）
売主は、本物件を第三者に賃貸していたので、建物の設備の状況や生活環境
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については、詳しく把握していないところである。建物の設備等について損傷
や不具合があっても隠れたる瑕疵に該当するものでなく、買主は売主に対し損
害賠償その他法的請求をなし得ないものとする。以上の点を種々考慮し、本来
の売買価格から○○万円を値引きしたものである。
設備等の瑕疵担保責任の免責
買主は、前第３項を含め、契約時における本物件及び附帯設備等の状態が、
経年・使用・結露等により毀損・損耗・劣化等に至っている状況を熟知し、売
主は、本物件を現状にて買主に引渡すものとし、売主及び買主は、本項記載項
目に関しては「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、本契約条項第１７条
記載の「瑕疵担保責任」について、売主は責任を負わないものとすることを確
認するものとする。

第５章

その他、特殊な説明、特約、容認事項例集

１、成年被後見人
売主○○氏は成年被後見人であり、平成○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所
において成年後見人に選任されているが（別添「成年後見人選任決定書」写し参照）
、
本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の
許可が必要であるところ（民法859条の３）、本売買契約は上記許可決定を停止条件
として効力を生ずるものとする。
成年後見人等が代理して居住用不動産を処分（売却・賃貸・抵当権の設定等）する
には家庭裁判所の許可が必要です（民法859条の3）。この点は、保佐、補助の場合も同
様ですし、成年後見監督人（保佐監督人・補助監督人）が、成年後見人（保佐人・補
助人）に代わって、これらの処分・運用をする場合も同じです（民法876条の3、876条
の5、876条の8、876条の10、852条）。したがって、宅建業者が成年被後見人の居住用
不動産売却の媒介をする場合には上記のような特約を入れておく必要があります。
２、賦課金
本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売
買であり、買主は、土地区画整理法第２６条１項に規定している組合員の有する所
有権を承継した者であるので、当該土地区画整理事業の財政が逼迫した場合におい
ては、買主は将来同法第40条により賦課金を徴収される可能性があります。
本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売
買であり、買主は、土地区画整理法第26条１項に規定している組合員の有する所有
権を承継した者ですが、当該土地区画整理事業の財政は逼迫しており、買主は同法
第40条により賦課金を徴収されることになりますが、現時点における土地区画整理
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組合に対する調査では、その賦課金の額は未定です。今後の手続きや賦課金の詳細
については、買主から土地区画整理組合にお問い合わせ下さい。
区画整理施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一
部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又
は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転するので(区画
整理法26条1項)、買主は賦課金(組合施行の土地区画整理事業で、保留地の処分が予定
価格で売れなかったりして、事業費が不足したときに組合員に賦課する追加の負担金)
(同法40条)を徴収されることになります。したがって、組合事務局に対し、賦課金の
徴収の可能性についても調査説明が必要です。
３、奇声
本物件の隣接地に昼夜時折奇声を発する住民が居住していることを買主は予め容認
するものとします。
しかし、隣人とのトラブルの内容は、様々なものがあると考えられ、実務上は隣人
のプライバシーにも配慮しなければなりませんので、他に漏えいしないことを条件に
買主にはなるべく早い段階で告知すべきでしょう。買主には他に漏らさないという誓
約書をもらうことも必要でしょう。
覚

書

売主甲 1・仲介業者甲 2 は、買主予定者乙の購入動機に影響するおそれが
あるので、隣人及びマンション内に関する下記の情報を提供したが、隣人等
の個人情報・プライバシーに関することであるので、乙が本物件を購入しな
い場合には、下記事項については、他に漏えいしないことを、購入した場合
でも法令上認められた場合以外は下記事項について第三者提供等をしないこ
とを乙は確約する。
記
1、隣室所有家族に夜中、時折、奇声を発する人がいること。
2、階下 203 号室は関係諸団体の事務所として使用されていること。
３、平成〇年頃、階上の一室で住人が自殺したこと。
平成○○年〇月〇日
甲1
甲2
乙
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テーマ３

平成２７年と平成２８年の宅建業法の改正について

【平成27年改正】
１、宅地建物取引士に関する三つの規定の新設
(１)宅地建物取引士の業務処理の原則(第１５条)
第 15 条

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又

は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の
流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地
建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
【業法の解釈・運用の考え方】
第１５条関係

公正誠実義務について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な
助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境
を整備することが必要がある。このため、宅地建物取引士は、常に公正な立場を
保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物
取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物
取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引
の遂行を図る必要があるものとする。

(２)宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第１５条の２)
（信用失墜行為の禁止）
第 15 条の２

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

な行為をしてはならない。
【業法の解釈・運用の考え方】
第１５条の２関係

信用失墜行為の禁止について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項
の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会から
も信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をして
はならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地
建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為
で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、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
る。
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(３)宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第１５条の３)
（知識及び能力の維持向上）
第 15 条の３

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識

及び能力の維持向上に努めなければならない。
【業法の解釈・運用の考え方】
第１５条の３関係

知識及び能力の維持 ・ 向上について

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に
把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努
めるものとする。

２、その他
(１)宅地建物取引業者による従業者の教育(第３１条の２)
（従業者の教育）
第 31 条の２

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らない。
【業法の解釈・運用の考え方】
第３１条の２関係
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加さ
せ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。

(２)免許等に係る欠格事由等の追加(宅建業法)
この追加は、近時の反社会的勢力排除の流れに沿うものです。
①宅地建物取引業の免許の欠格事由及び取消事由に「三の三

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でな
くなつた日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）」が追加されました(第
５条第１項及び第66条第１項)。
②宅地建物取引士の登録の欠格事由及び消除事由に上記①と同様に、「暴力団員等」が追加
されました(第18条１項および第68条の２第１項)。
(３)宅地建物取引士証の提示に関する事項(業法の解釈・運用の考え方)宅建業法第22条の
４及び第35条第４項に規定する宅地建物取引士証の提示を行う際には「住所欄」が見えな
いようにシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされました。
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第22条の４関係
宅地建物取引士証の提示について
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士
証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、
シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよ
う注意すること。
第35条第４項関係
宅地建物取引士証の提示について
提示の方法としては、宅地建物取引士証を胸に着用する等により、相手方又は
関係者に明確に示されるようにする。なお、提示に当たり、個人情報保護の観点
から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えな
いものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物
取引士証を汚損しないよう注意すること。

Ｑ

宅地建物取引士に変わったことで何か気をつけることはありますか。

Ａ
宅建業法は、宅地建物取引士の重要な業務を三つ規定してます。これは、宅地建物取引
士以外の人はできない事となってます。
（１）重要事項の説明
（２）重要事項説明書への記名・押印
（３）契約書と関連書面等の交付
本来これらに過誤があれば、それを行った資格者・専門家としての宅地建物取引士の法
的問題を問うのが筋ですが、従前は、宅地建物取引主任者の注意義務違反によって誤った
重要事項説明がなされたりした場合でも民法７１５条の使用者責任により、使用者である
宅建業者の責任を問うのが通例でした。それは、宅建業者には１０００万円を限度とする
営業保証金制度あるいは保証協会制度があって損害賠償の支払いについては実質的な担保
があったためと思います。今回の改正でも、宅地建物取引士が宅地建物取引業者の従業者
の立場であることは変わっていませんが、最近では宅地建物取引士に関する保険制度も発
達し、また、前述したように宅建業法においても宅地建物取引士として独立した誠実義務
等の法的責務が明記されたので宅地建物取引士の独立した法的責任を問う機運が高まるの
ではないでしょうか。特に中小の法人の宅建業者の場合、その代表者は宅建業者であると
ともに宅地建物取引士であることが多いわけですが、今後は宅建業者の責任を問うととも
に重要事項説明をした宅地建物取引士である代表者の法的責任を問うパターンが増加する
かもしれません。いずれにしても今後、宅地建物取引士ととしては、仮に違法なことをし
ようとする雇用主の宅建業者がいれば、その意向に反してもそれを阻止する責務が課され
ることになるでしょう（注）。
また、「宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把
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握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めるものと
する。」ということで、それを怠り、誤った調査や説明をした場合には、これらの規定を根
拠に宅地建物取引士の善管注意義務違反、不法行為責任を問いやすくなることを意味しま
すので十分な注意と覚悟が必要です。前述したように、従前も取引主任者の法的責任を問
う事例はあったわけですが、今後は、責任追及がしやすい法的環境が整ったと思いますの
で、十分な留意が必要と思います。
（注）大阪地裁昭和 63 年 3 月 25 日（判例時報１２９７号８９頁）は、いわゆる原野商法
が不法行為であるとして、不動産会社、同社の宅地建物取引主任者Ａに対する損害賠償請
求を認め、「被告Ａは、取引主任者として本件各土地の状況を認識し、購入者の利益を擁護
すべき立場にあつたにもかかわらず、被告会社の従業員による違法な勧誘に加担して原告
に土地の購入を勧誘したばかりか、本件各土地の説明書を作成し、原告に交付するなど、
本件各土地の売買契約に深く関つていたから、原告に対して不法行為責任を負う。」と判示
しています。

【平成28年改正】
平成28年改正宅建業法の改正の要旨
（１）既存の建物の取引における情報提供の充実（平成30年4月1日施行）

消費者が安心して既存建物の取引を行える市場環境の整備を目的として、宅地建
物取引業者に対して、次の事項を義務付けることとしています。
①

媒介契約の締結時に建物状況調査（インスペクション）を実施する者のあっ

せんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
②

買主等に対して、建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

③

売買等の契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項

を記載した書面の交付
特に、改正民法法案では、瑕疵担保責任が「契約の内容に適合しない場合の売
主の責任」（契約不適合責任）となり、売買の目的物の欠陥は契約違反となり、損
害賠償も履行利益の賠償（違約金の定めがあれば違約金）となることから、目的
物の正確な把握は重要となります。最近では、瑕疵（かし）保険の加入の条件と
してインスペクションを義務付けるものもあり、今後、ますますの普及が予想さ
れます。
既存宅地建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、
既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や
瑕疵担保の責任を負わせることは困難。
↓
不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクシ
ョン）の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備
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【取引フロー】
売却/購入申込み
↓
↓
↓
①媒介契約締結
依頼者の意向に応じ
インスペクション実
施
②重要事項説明
↓
↓
↓
③売買契約締結
↓
物件の引渡し

【新たな措置内容】
【期待される効果】
①媒介契約締結時
・インスペクショ
宅建業者がインスペクシ → ンを知らなかった
ョン業者のあっせんの可
消費者のサービス
否を示し、媒介依頼者の
利用の促進
意向に応じてあっせん
・建物の質を踏ま
②重要事項説明時
えた購入判断や交
宅建業者がインスペクシ → 渉が可能に
ョン結果を買主に対して
・インスペション
説明
結果を活用した既
存住宅売買瑕疵担
③売買契約締結時
保保険の加入が促
基礎、外壁等の現況を売
進
主・買主が相互に確認
し、その内容を宅建業者 → ・建物の瑕疵をめ
から売主・買主に書面で
ぐった物件引渡し
止

※建物状況調査（インスペクション）
→建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨
漏り等の劣化事象・不具合等の状況を目視、計測
等により調査するもの。
※既存住宅売買瑕疵担保保険
→既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保
証する保険

〇成果指標
・既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25)→8兆円（H37）
・インスペクションを受け
た既存住宅売買瑕疵保険の
加入割合5％→20％（H37）

（２）媒介契約の依頼者に対する売買等の申込に係る報告義務の創設（宅建業法第34
条の２第８項）
宅建業者は、媒介を依頼された物件について買受申込書など、売買等の希望が明確
に示された書面により申込みがあったときは、遅滞なくその旨を媒介依頼者に報告し
なければならなくなりました。（この報告義務は専属専任媒介契約・専任媒介契約だけ
ではなく、一般媒介契約についても対象となります。）
また、本報告義務の創設に伴い、国土交通省告示による標準媒介契約約款の改正が
なされております。
そのほか本報告義務とは直接関係ありませんが、反社会的勢力の排除の条文が標準
媒介契約約款に追加されることとなりました。
〇媒介契約書への追加条項
１ 成約に向けての義務
一（略）
二（略）
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三 乙は、目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対し、遅滞なく、
その旨を報告します。
四（略）
２ 媒介に係る業務
(略)
３ 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 (有・無)←(平成30年4月1日から追
加される事項)
４ 違約金等
(略)
５ 有効期間
(略)
６ 約定報酬額
(略)
７ 約定報酬の受領の時期
(略)
約款の追加条項
(建物状況調査を実施する者のあっせん)
第 6 条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うこと
とした場合にあっては、甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなけれ
ばなりません。←(平成30年4月1日から追加される事項)
(反社会的勢力の排除)
第１８条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構
成員 (以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
二 自らの役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい
ます。)が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専任媒介契約を締結するものでないこと。
四 専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこ
と。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を致損する行為
2 専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その
相手方は、何らの催告を要せずして、専任媒介契約を解除することができます。
一 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
二 前項第4号の確約に反する行為をした場合
3 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に
相当する金額 (既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額としま
す。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きま
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す。)を違約金として請求することができます。
（３）従業者名簿の記載事項の変更（宅建業法第48条第３項）
宅建業者が事務所ごとに備えることとされている従業者名簿について、これまでは
従業者の住所が記載事項とされていましたが、個人情報保護の観点から、従業者名簿
の記載事項より従業者の住所が削除されました。
（４）宅建業者の団体による研修の実施（宅建業法第75条の２）
近年、不動産取引に関連する制度やサービスは専門化・高度化してきており、不動
産取引に関係する法令、融資、インスペクション、瑕疵担保責任保険について、宅建
業者が広範な情報を消費者に提供する重要性が高まっています。
このような状況を踏まえ、事業者団体は、体系的な研修を実施するよう努めなけれ
ばならないとされました。宅建業者の皆様には、事業者団体による研修の機会を十分
に活用していただき、様々な知識・能力を効果的・効率的に習得することが求められ
ます。
【建物状況調査等Ｑ＆Ａ】
Ｑ 1．建物状況調査の結果の概要に関する重要事項説明はどのような内容になります
か。
Ａ 1．建物状況調査の結果の概要に関する重要事項説明は、消費者利益の保護と既存
住宅の取引の安全確保の観点から、既存住宅の取引を行おうとする買主等が、物件の
現況を十分理解した上で意思決定できるようにするために行うものであるとし、改正
宅建業法第35条は、次の項を新設しました。
「六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査（実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。
）
を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土
交通省令で定めるものの保存の状況」
そして、社整審不動産部会は、重要事項として説明する物件状況調査の結果の概要
は、客観的に適正な内容のものであることが重要であり、国土交通省の「既存住宅イ
ンスペクション・ガイドライン」に基づく既存住宅現況検査結果報告書の検査結果の
概要と同様のものとするべきであるとし、同時に、宅地建物取引業者が重要事項説明
に用いる建物状況調査の結果の概要の書面については、調査を実施した者が責任を持
って作成することが適当であるとしました。
この点に関し、社整審不動産部会第27回及び第28回で次のような意見が出されてい
ました。
〇 インスペクションの結果から将来的にどのような不具合が出ると考えられる
かなど、典型的に想定される質問については、宅地建物取引業者としてどのよう
に回答・対応すればよいか整理した資料を作成して頂きたい。
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〇 改正法に基づく建物状況調査と宅地建物取引業法とは関係ない住宅診断など
の区別を分かりやすく示し、制度や用語に混乱が生じないようにしてほしい。
〇 「建物状況調査の結果の概要」の書式における「確認できなかった」という
表現は、「調査したが劣化事象等が確認できなかった」という趣旨にも「調査自
体が不可能だった」という趣旨にも受け取れる。用語に混乱が生じないようにす
べき。
〇 消費者としては 「あと少しで既存住宅売買瑕庇保険に加入可能」というよ
うな情報提供もしてもらえることが望ましいのではないか。
〇 共同住宅については、建物状況調査の結果が建物全体に係るものなのか個別
の住戸のみに係るものなのかを明らかにすべきではないか。

Ｑ 2．建物状況調査の結果等に関する重要事項説明の具体的内容はどのようなものに
なりますか。
Ａ 2．国土交通省は、改正宅地建物取引業法の施行に向けての参考資料を公表し、次
のようなイメージになるとしています。
【参考】
〇重要事項説明書への追加項目
6 建物状況調査の結果の概要 (既存の住宅のとき)
建物状況調査を実施しているかどうか

実施している・実施していない

建物状況調査の結果の概要
別紙のとおり※
※「実施している」場合には、建物状況調査を実施した者が作成した下記の「建物状況調
査の結果の概要(重要事項説明用)」を添付することを想定

【参考】
建物状況調査の結果の概要 (重要事項説明用) [イメージ]

[木造・鉄骨造]

作成日
〇年〇月〇日
建物名称
〇〇
〇〇
様邸
建 所在地
〇〇県〇〇市 〇－〇－〇
（共同住宅の場合） マンション
部屋番
号室
物
等の名称
号
構造種別
□木造 □鉄骨造 □その他（混構造等）
階数
地上
階・地下
延床面積
㎡
階
本調査の実施日
〇年〇月〇日
調査の区分
□一戸建ての住所
□共同住宅等（□住戸型 □住棟型）
建
建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無 口有口無
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物
況
調
査

劣化事象等の有無

(下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること)
<構造耐力上主要な部分に係る調査部位>

<雨水の侵入を防止する部
分に係る調査部位>

劣化事象等

各部位の劣化事
象等
※調査対象がな
い部位は二重線
で隠すこと

基礎
土台及び床組
床
柱及び梁
外壁及び軒裏
バルコニー
内壁
小屋組
天井
その他

有

無

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

劣化事象等
有

調査できなかった

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

無

調査できなかった

外壁

□ □ □

軒裏

□ □ □

バルコ
ニー

□ □ □

内壁

□ □ □

天井

□ □ □

小屋組
屋根

□ □ □
□ □ □

（蟻害、腐朽・腐食）

建
物
状
況
調
査
実
施
者

調査実施者の氏名
調査実施者への講習
の実施講習機関及び
修了証明書番号

建築士資格別
建築士登録番号

□一級

□二級

□木造
□大臣登録
□知事登録

第

号

所属事務所名
建築士事務所登録番

知事登録

第

号

建物状況調査の結果の概要 (重要事項説明用) [イメージ]
作成日

[鉄筋コンクリート造等]
〇年〇月〇日
様邸

建物名称
〇〇
〇〇
所在地
〇〇県〇〇市 〇－〇－〇
（共同住宅の場合） マンション
部屋番
号室
物
等の名称
号
構造種別
□鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □その他
（混構造等）
階数
地上
階・地下 階
延床面積
㎡
本調査の実施日
〇年〇月〇日
調査の区分
□一戸建ての住所
□共同住宅等（□住戸型 □住棟型）
建
建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無 口有口無
物 劣化事象等の有無 (下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること)
況
<構造耐力上主要な部分に係る調査部位>
<雨水の侵入を防止する部
調
分に係る調査部位>
査
劣化事象等
劣化事象等
各部位の劣化事
有
無
調査できなかった
有 無 調査できなかった
建
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象等
※調査対象がな
い部位は二重線
で隠すこと

基礎
土台及び床組
床
柱及び梁
外壁及び軒裏
バルコニー
内壁
小屋組
天井
その他

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

外壁

□ □ □

軒裏

□ □ □

バルコ
ニー

□ □ □

内壁

□ □ □

天井

□ □ □

小屋組
屋根

□ □ □
□ □ □

（蟻害、腐朽・腐食）

建
物
状
況
調
査
実
施
者

調査実施者の氏名
調査実施者への講習
の実施講習機関及び
修了証明書番号

建築士資格別
建築士登録番号

□一級

□二級

□木造
□大臣登録
□知事登録

第

号

所属事務所名
建築士事務所登録番

知事登録

第

号

建物状況調査の結果の概要 (重要事項説明用) の参考資料 [イメージ]
■建物状況調査の内容
本調査は、調査対象となる住宅について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象
等の状況を把握するものです。
そのため、本調査では次の行為は行っておりません。
① 設計図書等との照合をすること
② 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
③ 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の
程度を判定すること
④ 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるのか否か、欠陥とした場合の要因が何かといっ
た瑕疵の有無または原因を判定すること
■建物状況調査の結果の概要 (重要事項説明用)についての注意事項
１．本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するもので
もありません。
２．本調査結果の記載内容について、調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。
３．住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年によ
る通常の劣化が一切ないことを保証するものではありません。なお、住宅に生じている
経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります
４．本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
５．本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを
禁じます。
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６．本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任
者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住
宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。
７．本調査と付随して行われる業務およびサービス (仲介・媒介およびリフォーム工事等)
に係る調査概要、費用の見積りならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内
容と本調査結果とは関係ありません。
８．本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありませ
ん。既存住宅暇疵担保責任保険の加入にあたっては、別途手続きが必要です。

Ｑ3．重要事項説明の対象となる建物状況調査の範囲については、どのようになります
か。
Ａ3．社整審不動産部会は、この点について次のように整理しています。
「建物状況調査の結果は、既存住宅を取引する上での重要な判断材料となるもので
あり、重要事項として説明する内容は、取引時点での物件の現況と大きく乖離しない
ことが求められる。
既存住宅の安心な取引環境を整備する観点から、建物状況調査の結果を活用して既
存住宅売買瑕疵保険への加入を促進する必要があるが、既存住宅売買瑕疵保険におい
ては、建物への経年変化による影響等を考慮し、現場検査の実施から1年以内の住宅を
保険引受けの対象としているところである。
このため、重要事項説明の対象となる建物状況調査については、調査を実施してか
ら1年を経過していないものを対象とすることが適当である。
調査を実施してから1年を経過していない建物状況調査が複数ある場合には、取引物
件の現況との乖離が最も小さいと考えられる直近の建物状況調査を重要事項説明の対
象とするべきである。
ただし、1年以内の直近の建物状況調査以外に、劣化事象が確認されている場合など、
取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる建物状況調査を別途認識している際に
は、消費者の利益等を考慮し、宅地建物引業法第47条に違反することのないよう、当
該物状況調査についても買主等に説明することが適当である。
また、建物状況調査を実施してから1年を経過する前に大規模な自然災害が発生した
場合など、重要事項説明時点での現況が建物状況調査を実施した時点と異なる可能性
がある場合であっても、
・自然災害等による建物への影響の有無及びその程度について具体的に判断するこ
とは困難であること、
・自然災害等が発生する以前の建物状況調査において劣化事象等が確認されていた
場合などには、その結果が取引判断の参考になることから、当該建物状況調査につい
ても重要事項説明の対象とすることが適当である。
」
ちなみに、この点に関し、社整審不動産部会第27回及び第28回で次のような意見が
出されていました。
〇

消費者により多くの情報を与える観点からは、実施後１年以上経過したイン
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スペクションについても結果の概要を説明した方がよいのではないか。
〇 「宅地建物取引業者の判断により直近のもの以外についても買主に説明する
ことは差し支えない」とのことだが、どのような場合には直近のもの以外につい
ても説明することが望ましいのか考え方を示してほしい。
〇 複数のインスペクションが行われていることを宅地建物取引業者が認識して
いる場合、直近のもの以外も説明を行う方がよいのではないか。仮に調査結果が
ネガティブなものである場合には法第47条(事実不告知の禁止)にも関わると思わ
れる。
〇 現時点において地震等の事象が建物にどの程度の影響を与えているかが判断
できないことは理解できるが、インスペクションの結果に相当大きな影響を与え
る事象については、将来的に整理する努力が必要である。

Ｑ 4．新設された改正宅建業法第35条第１項第六の２・ロは「設計図書、点検記録そ
の他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保
存の状況」を重要事項説明の一項目としましたが、重要事項説明の対象となる保存書
類の範囲について教えて下さい。
Ａ４．社整審不動産部会は、この点について次のように整理しています。
「３．
「書類の保存の状況」に関する重要事項説明 (改正法§ 35 ①六の二・ロ)
(I)重要事項説明の対象となる保存書類の範囲
建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況に関する重要事項説明は、
既存住宅の購入判断等に大きな影響を与えると考えられる一定の書類の保存の有無等
について、買主等が事前に把握した上で取引に関する意思決定を行えるよう、新たに
法に規定されたものである。
既存住宅については、満たすべき建築基準への適合性が不明確である場合には住宅
ローンの借入や既存住宅売買瑕疵保険の付保等が円滑になされない可能性があるほか、
居住開始後に適切に既存住宅のリフォームやメンテナンスを行うためには、当該既存
住宅の設計図書や新築時以降に行われた調査点検に関する書類などが必要となる。
こうしたことから、建物の建築及び維持保全の状況に関し、重要事項説明の対象と
して保存の有無を明らかにする書類は、
・建築基準法令に適合していることを証明する書類
・新耐震基準への適合性を証明する書類
・新築時及び増改築時に作成された設計図書類
・新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類
とするべきである。
なお、区分所有建物のマンション管理組合など、売主以外の者がこれらの書類を保
有している場合には、書類を実際に保有している者についても説明するべきである。
」
この点に関し、社整審不動産部会第27回及び第28回で次のような意見が出されてい
ました。
〇 共同住宅の場合には、書類の有無だけではなく誰が保存しているのか (どこ
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にアクセスすれば書類が手に入るのか)の説明も必要ではないか。
〇 新築時の図面等をきちんと正確に保存することは手間がかかるため、消費者
に代わってこれらの図書を保存してくれる仕組みの構築も必要ではないか。

Ｑ 5．保存書類に関する重要事項説明書の書式はどのようなイメージとなりますか。
Ａ 5．国土交通省は、改正宅地建物取引業法の施行に向けての参考資料を公表し、次
のようなイメージになるとしています。

【参考資料】
建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況 (既存の住宅のとき)
建物状況調査を実施しているかどうか(新築時のもの)
有
検査済証
有
増築又は改築を行った住宅である場合
確認申請書及び添付図書並びに確認済証(増築又は改築時
有
のもの)
検査済証(増築又は改築時のもの)
有
建物状況調査を実施した住宅である場合
建物状況調査結果報告書
有
既存住宅性能評価を受けた住宅である場合
既存住宅性能評価書
有
建築基準法第１２条第１項の規定による特定建築物である場合
定期調査報告書
有
昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手した住宅である場合
昭和５６年６月１日以降の耐震基準に適合していること
有
を証する書類
名称:(
)
備考 上記で「有」と記載した書類については、本物件の管理組合が保存。

無
無
無
無
無
無
無
無

Ｑ6．保存書類の貸借の場合における取り扱いはどうなりますか。
Ａ6．社整審不動産部会は、次のように整理しています。
「今般の法改正は、既存住宅の安心な取引環境を整備し流通を促進することを目的
に行われたものであり、こうした観点から、書類の保存状況に係る重要事項説明の規
定も整備されたところである。貸借では、売買に伴う既存住宅の流通とは異なり、借
主による住宅ローンの借入やリフォーム等の実施は一般に想定されないところであり、
貸借の場合においては、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況につ
いては重要事項説明の対象外とすることが適当である。
ただし、貸借の場合であっても、戸建ての賃貸住宅でリフォームが可能な場合など
において、消費者の利益等を考慮して、借主に同書類の保存状況について説明するこ
とは差し支えない。」
以 上
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