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令和2年度　解答＆出題テーマ一覧

科目 問題 解答 テーマ

権
利
関
係

1 3 不法行為

2 1 代理

3 4 親族

4 2 債務不履行

5 2 時効

6 1 賃貸借

7 2 民法総合

8 3 相続

9 1 地役権

10 4 共有

11 4 借地借家法（借地）

12 3 借地借家法（借家）

13 3 区分所有法

14 2 不動産登記法

法
令
上
の
制
限

15 2 都市計画法

16 2 都市計画法

17 1 建築基準法

18 4 建築基準法

19 1 宅地造成等規制法

20 3 土地区画整理法

21 3 農地法

22 4 国土利用計画法

税
・
そ
の
他

23 1 登録免許税

24 3 固定資産税

25 1 地価公示法

科目 問題 解答 テーマ

宅
建
業
法

26 2 宅建業法総合

27 3 広告の規制

28 1 媒介契約

29 3 宅建業法総合

30 2 弁済業務保証金

31 3 宅建業の免許（総合）

32 4 重要事項の説明

33 4 営業保証金

34 4 報酬額の制限

35 3 37 条書面

36 3 業務上の規制（秘密）

37 1 37 条書面

38 1 宅地建物取引士

39 1 クーリング・オフ制度

40 4 業務上の規制（総合）

41 2 業務上の規制（帳簿）

42 1 重要事項の説明

43 4 宅地建物取引士

44 2 宅地建物取引業の意味

45 4 住宅瑕疵担保履行法

税
・
そ
の
他

46 4 住宅金融支援機構

47 2 景表法

48 2 統計

49 3 土地

50 3 建物
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１　正しい。建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安
全性が欠ける建物を設計しまたは建築した場合、契約関係にある者に対して
担保責任（契約不適合責任）による損害賠償責任を負うことがあるだけでな
く、契約関係にない者に対して不法行為による損害賠償責任を負うこともあ
ります。したがって、建物の建築に携わる設計者や施工者は、設計契約や建
築請負契約の当事者に対してだけでなく、契約関係にない当該建物の居住者
に対しても、損害賠償責任を負うことがあります。

２　正しい。被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三
者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担とい
う見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することがで
きます（逆求償）。

３　誤り。責任無能力者（精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能
力を欠く状態にある者など）の法定の監督義務者は、原則として、その責任
無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。もっとも、精神
障害者と同居する配偶者であるというだけでは、その者が責任無能力者の法
定の監督義務者またはそれに準ずべき者にあたるとはいえません。したがっ
て、本問の配偶者が法定の監督義務者として損害賠償責任を負うとはいえま
せん。

４　正しい。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理
人が損害および加害者を知った時から３年間（人の生命または身体を害する
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、５年間）行使しない
場合には、時効によって消滅します。なお、不法行為による損害賠償の請求
権は、不法行為の時から 20 年間行使しない場合にも、時効によって消滅し
ます。

１　正しい。代理人（Ｂ）が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範
囲内の行為をした場合に、相手方（Ｄ）がその目的を知り、または知ること
ができたときは、その行為は、無権代理行為とみなされます（代理権の濫用）。
したがって、Ｂの代理行為は無権代理とみなされます。

【参考正答率 46.4%】

不法行為問 1 正解 3

【参考正答率 73.4%】

代理問 2 正解 1



4

２　誤り。同一の法律行為について、当事者双方（ＡとＣ）の代理人としてし
た行為は、債務の履行および本人（ＡとＣ）があらかじめ許諾した行為を除
き、無権代理行為とみなされます（双方代理）。本人に損害が発生しなくても、
同様です。したがって、Ｂの代理行為は、原則として無権代理とみなされま
す。

３　誤り。代理権消滅の事実について相手方が善意無過失である場合、表見代
理が成立します。したがって、Ｂの代理権が消滅した事実について相手方Ｅ
が善意無過失であれば表見代理が成立し、本人ＡがＥに対して甲土地を引き
渡す責任を負います。

４　誤り。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってそ
の効力を生じます。したがって、本人Ａが無権代理の相手方Ｆに対して追認
の意思表示をすれば、無権代理人Ｂの代理行為は、契約の時にさかのぼって
Ａに対して効力を生じます。「追認の時」から効力を生ずるわけではありま
せん。

１　誤り。姻族関係は、①離婚した場合、または、②夫婦の一方が死亡した場
合において生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき、に終了
します。したがって、離婚した場合には当然に終了しますが、夫婦の一方が
死亡した場合には当然に終了するわけではありません。

２　誤り。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求
することができます（財産分与請求権）。この財産分与には夫婦財産関係の
清算や離婚後の扶養の意味があるので、離婚にあたり相手方に有責不法の行
為がなくても、請求することができます。

３　誤り。未成年者に対して最後に親権を行う者（一定の者を除く）は遺言で
未成年後見人を指定することができますが、未成年後見人となるべき者がな
いときは、家庭裁判所は、未成年被後見人またはその親族その他の利害関係
人の請求によって、未成年後見人を選任します。「検察官」の請求によって
選任するわけではありませんし、「親族」の中から選任しなければならない
わけでもありません。

４　正しい。夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のい
ずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます。

【参考正答率 86.0%】

親族問 3 正解 4
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１　正しい。債務の履行について不確定期限（たとえば、「飼い犬が死んだら
代金を支払う」）があるときは、債務者は、①その期限到来後に履行の請求
を受けた時、または、②その期限の到来したことを知った時のいずれか早い
時から遅滞の責任を負います。したがって、債務者は、その期限が到来した
ことを知らなくても、①の期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責
任を負います。

２　誤り。債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができ
ないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権
者の負担となります。債権者と債務者が「半額ずつ」負担しなければならな
いわけではありません。

３　正しい。債務者の履行遅滞中に、債権者と債務者のどちらにも帰責事由が
なく履行不能になったときは、債務者に帰責事由があるとみなされます。た
とえば、売主の準備不足（帰責事由）で建物の引渡しが遅れた場合、その履
行遅滞中に、その建物が地震で滅失したときは、売主に帰責事由があるとみ
なされます。

４　正しい。契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能（原始的不
能）であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事
由によるものでない場合（＝債務者に帰責事由がある場合）であれば、債権
者は、履行不能によって生じた損害について債務不履行による損害の賠償を
請求することができます。履行不能となったのが契約成立の前か後かで損害
賠償請求の可否が分かれるとすると、債権者の救済のあり方としてバランス
を欠くからです。

１　正しい。時効は、「当事者」が援用しなければ、裁判所がこれによって裁
判をすることができないとされています。この時効の援用権者である「当事
者」とは、消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権
利の消滅について正当な利益を有する者も含まれます。

２　誤り。裁判上の請求をした場合、原則として裁判上の請求が終了するまで
の間は時効が完成しませんが（時効の完成猶予）、確定判決等によって権利

【参考正答率 89.4%】

債務不履行問 4 正解 2

【参考正答率 65.5%】

時効問 5 正解 2
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が確定したときは、時効は裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を
始めます（時効の更新）。しかし、裁判上の請求を途中で取り下げたなど、
確定判決等によって権利が確定することなく裁判上の請求が終了した場合に
は、その終了の時から６カ月を経過するまでの間は時効が完成しませんが（時
効の完成猶予）、時効の更新は生じません。したがって、「その終了した時か
ら新たに時効の進行が始まる」というのは、誤りです。

３　正しい。時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行
を始めます（時効の更新）。この権利の承認をするには、相手方の権利につ
いての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しません。権利の
承認は、単に相手方の権利をそのまま認めるだけだからです。そのため、制
限行為能力者である被保佐人や被補助人が単独で権利の承認をした場合で
も、時効の更新が生じます。なお、制限行為能力者のうち未成年者と成年被
後見人はそもそも権利を管理する能力を有しないので、これらの者がした承
認は、原則として取り消すことができます。

４　正しい。夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解
消の時から６カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しません（時効の完
成猶予）。

１　誤り。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、原則として、
賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗する
ことができません。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行
による解除権を有していたときは、例外です。したがって、賃貸人Ａは、賃
借人Ｂとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Ｂの債務不履行
による解除権を有していれば、合意解除したことをもって転借人Ｃに対抗す
ることができます。

２　正しい。賃貸借契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害の賠償
は、賃貸人が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。し
たがって、転借人Ｃの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、賃貸人
Ａは賃借人Ｂに対して、甲建物の返還を受けた時から１年以内に損害賠償を
請求しなければなりません。

３　正しい。賃貸借の対抗要件（建物賃貸借の場合、賃借権の登記または建物

【参考正答率 22.2%】

賃貸借問 6 正解 1
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の引渡し）を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、不動産
の譲渡人と譲受人の間で特段の合意をしたときを除き、その不動産の賃貸人
たる地位は、その譲受人に移転します。本問のように転借人Ｃが甲建物に居
住している場合、建物の引渡しという建物賃貸借の対抗要件を備えています。
したがって、賃貸人であるＡがＤに甲建物を売却した場合、ＡＤ間で特段の
合意をしない限り、賃貸人の地位はＤに移転します。

４　正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃
借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対
して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います。この場合には、賃
料の前払いをもって賃貸人に対抗することができません。したがって、賃借
人Ｂが賃貸人Ａに約定の賃料を支払わない場合、転借人Ｃは、Ｂの債務の範
囲を限度として、Ａに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、
Ｂに賃料を前払いしたことをもってＡに対抗することはできません。

１　誤り。数量に関する契約不適合責任には、種類・品質に関する契約不適合
責任と異なり通知期間の制限はなく、その期間については、債権の消滅時効
の規定（債権は、①債権者が権利を行使することができることを知った時か
ら５年間行使しないとき、または、②権利を行使することができる時から
10 年間行使しないときは、時効によって消滅する）の適用を受けるのみです。
数量の不足は外見上明らかであることが多く、長期間にわたって契約不適合
責任を負わせても、関係証拠の保存などの点で売主に酷ではないからです。
したがって、Ｂは、契約不適合があった旨をＡに通知しなくても、代金の減
額を請求することができます。

２　正しい。債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合または債務の
履行が不能である場合には、その債務の不履行が債務者の責めに帰すること
ができない事由によるものであるときを除き（＝債務不履行について債務者
に帰責事由があるとき）、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求
することができます。したがって、甲土地の引渡し債務の不履行がＡの責め
に帰することができない事由によるものであるときを除き、ＢはＡに対して、
損害賠償の請求をすることができます。

３　誤り。金銭債務の不履行については、その損害賠償の額は、約定利率が法

【参考正答率 83.5%】

民法総合問 7 正解 2
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定利率を超えるときを除き、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点におけ
る法定利率によって定めます。法定利率は、原則として年３％（変動制）で
す。したがって、売買契約に特段の定めがない限り、ＡはＢに対して、「年５％」
の割合による遅延損害金を請求することはできません。

４　誤り。意思表示の内容の重要な部分に錯誤があった場合、表意者は意思表
示を取り消すことができます。ただし、表意者に重過失がある場合には、一
定の場合を除き、意思表示の取消しをすることができません。したがって、
Ａは、そもそも本件契約の「無効」を主張することはできません。また、本
件契約は「表意者であるＡの重大な過失」による錯誤に基づくものであるの
で、結局Ａは、本件契約の取消しを主張することもできません。

ア　誤り。被相続人の子は相続人となりますが、子が複数いる場合、子の相続
分は平等（頭割り）です。また、被相続人の子が相続の開始以前に死亡した
などの場合には被相続人の孫が子を代襲して相続人となりますが（代襲相
続）、この場合、孫は、子の相続分を引き継ぎます。本問で、仮にＡの長男
と次男のみが相続人になるのであれば、Ａの長男と次男の相続分は、1/2 ず
つです。Ａの長男を代襲相続するＢ・ＣはＡの長男の相続分を引き継ぐので、
Ｂ・Ｃそれぞれの相続分は 1/2 × 1/2 ＝ 1/4、額にすれば１億 2,000 万円×
1/4 ＝ 3,000 万円ずつです。これに対して、Ａの次男を代襲相続するＤはＡ
の次男の相続分を引き継ぐので、Ｄの相続分は 1/2、額にすれば１億 2,000
万円× 1/2 ＝ 6,000 万円です。したがって、ＢおよびＣがそれぞれ 3,000 万円、
Ｄが 6,000 万円です。

イ　正しい。アで述べたとおり、法定相続分は、ＢおよびＣがそれぞれ 3,000
万円、Ｄが 6,000 万円です。

ウ　正しい。相続人となる直系尊属が複数いる場合、直系尊属の相続分は平等
（頭割り）です。本問では、相続人となる直系尊属はＥ・Ｆ・Ｇの３人です
から、Ｅ・Ｆ・Ｇそれぞれの相続分は 1/3、額にすれば１億 2,000 万円×
1/3 ＝ 4,000 万円ずつです。

エ　誤り。ウで述べたとおり、Ｅ・Ｆ・Ｇの法定相続分は、それぞれ 4,000 万
円です。

【参考正答率 27.5%】

相続問 8 正解 3
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１　誤り。地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる
もの（たとえば、道路を開設してそこを通行している場合）に限り、時効に
よって取得することができます。「継続的に行使されるもの、『又は』外形上
認識することができるものに限り」ではありません。

２　正しい。地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の
土地の便益に供する権利（たとえば、通行地役権や眺望地役権）を有します。

３　正しい。設定行為または設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費
用で地役権の行使のために工作物を設け、またはその修繕をする義務を負担
したときは、承役地の所有者の特定承継人（たとえば、承役地の買主）も、
その義務を負担します。

４　正しい。要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を
承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有
者に対抗することができます。

１　正しい。各共有者の持分は、相等しいものと推定します。したがって、共
有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定されます。

２　正しい。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加
えること（たとえば、共有する建物の増改築・建替えなど）ができません。

３　正しい。共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができ
ます。

４　誤り。共有者の１人が死亡して相続人がないときは、その持分は、特別縁
故者（相続権は有しないが、死亡した者と生計を同じくしていた場合や死亡
した者の療養看護に努めていた場合など特別な縁故がある者）がいれば特別
縁故者への財産分与の対象となりますが、特別縁故者への財産分与が行われ
ないときは、他の共有者に帰属します。したがって、「国庫」に帰属するわ
けではありません。

【参考正答率 37.9%】

地役権問 9 正解 1

【参考正答率 94.7%】

共有問10 正解 4
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１　誤り。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が自己名義で
登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗すること
ができます。この借地上の建物の「登記」は、権利部の甲区になされる所有
権の登記のほか、表題部になされる表示の登記でもよいとされています。し
たがって、建物の表示の登記によっても、借地権を第三者に対抗することが
できます。

２　誤り。借地権者が借地上の建物の登記によって借地権の対抗力を備えてい
た場合、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必
要な事項などを土地の上の見やすい場所に掲示するときは、これをもって借
地権を第三者に対抗することができます。ただし、建物の滅失があった日か
ら２年を経過した後においては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その
建物につき登記した場合に限ります。したがって、「２年以内に新たな建物
を築造」するだけでなく、その建物につき登記をしなければ、借地権を第三
者に対抗することができません。

３　誤り。土地の賃借人が登記のある建物を所有している場合には、その賃借
人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなくても、当該転
借人は、転貸人（賃借人）の賃借権を援用して、転借権を第三者に対抗する
ことができます。

４　正しい。借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そ
のうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及び
ます。

１　正しい。賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕
が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕を
することができます。したがって、賃借人Ｂは、自ら修繕をすることができ
ます。なお、急迫の事情があるときも、同様です。

２　正しい。賃貸借において賃貸人に無断で賃借権の譲渡・転貸が行われた場
合、賃貸人は、原則として、賃貸借契約を解除することができます。ただし、

【参考正答率 34.5%】

借地借家法（借地）問11 正解 4

【参考正答率 82.5%】

借地借家法（借家）問12 正解 3
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例外として、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除す
ることができません。したがって、賃貸人Ａは、賃貸借契約を解除すること
ができません。

３　誤り。定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじ
め、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了に
より当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交
付して説明しなければなりません。したがって、「契約の更新がない」旨な
どを記載した書面を交付して説明しなければ、賃貸借契約は期間満了により
終了しません。

４　正しい。居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、そ
の当時婚姻または縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦ま
たは養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、相続
人なしに死亡したことを知った後１カ月以内に建物の賃貸人に反対の意思を
表示したときを除き、建物の賃借人の権利義務を承継します。したがって、
賃借人Ｂの同居者Ｄは、所定の期間内に賃貸人Ａに反対の意思表示をしない
限り、賃借人としてのＢの権利義務を承継します。

１　正しい。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなり
ません。なお、集会の議事録の保管場所についても、同様です。

２　正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有する
ことができます（管理所有）。共用部分の管理に関する事項は原則として集
会の決議で決することになっていますが、それでは不便です。そこで、共用
部分を便宜的に管理者の所有として、管理者単独で共用部分を管理できるよ
うにしたのです。

３　誤り。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、そ
の効力を生じます。

４　正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、
管理者を選任し、または解任することができます。

【参考正答率 98.2%】

区分所有法問13 正解 3
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１　正しい。表題部所有者または所有権の登記名義人が表示に関する登記の申
請人となることができる場合において、当該表題部所有者または登記名義人
について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人
は、当該表示に関する登記を申請することができます。

２　誤り。所有権の登記以外の権利に関する登記（たとえば、抵当権の設定登
記）がある土地については、一定の土地を除き、合筆の登記をすることがで
きません。しかし、分筆の登記については、このような制限はありません。

３　正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分
建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の
区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません。

４　正しい。登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類（電磁的記
録については、記録された情報の内容を一定の方法により表示したもの）の
閲覧を請求することができますが、土地所在図など一定の図面以外のものに
ついては、請求人が利害関係を有する部分に限るとされています。したがっ
て、登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、するこ
とができます。

１　誤り。都市施設を定める場合、市街化区域および区域区分が定められてい
ない都市計画区域（非線引区域）については、少なくとも道路、「公園」お
よび下水道を定めるものとされています。「病院」を定めるものとはされて
いません。なお、住居系の用途地域（第一種低層住居専用地域、第二種低層
住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第
一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域）について
は、義務教育施設をも定めるものとされています。

２　正しい。市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていな
い都市計画区域（非線引区域）内において、一体的に開発し、または整備す
る必要がある土地の区域について定めることとされています。したがって、

「市街化調整区域内」においては、都市計画に、市街地開発事業を定めるこ
とができません。

【参考正答率 28.7%】

不動産登記法問14 正解 2

【参考正答率 80.9%】

都市計画法問15 正解 2
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３　誤り。都市計画区域は、原則として、都道府県が指定します。「市町村」
ではありません。なお、都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、
あらかじめ、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴くととも
に、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。「市町村都
市計画審議会」の意見を聴いたり「都道府県知事」に協議して同意を得たり
する手続きはありません。

４　誤り。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区（建築物の高さ
の最高限度を定めるものに限る）を定めることができます。なお、「高度利
用地区」を定めることはできません。

１　誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設
の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。この「開発行為」
を行う者は、原則として、都市計画法による許可（開発許可）を受ける必要
があります。本問では、「土地の区画形質の変更」とあるだけで、主として
建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う旨の明示がな
く、本問の行為が「開発行為」であるかどうかは不明です。もし「開発行為」
でなければ、当然、開発許可は不要です。また、仮に「開発行為」であった
としても、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、
例外として場所や規模に関係なく開発許可は不要です。したがって、いずれ
にせよ、開発許可を受ける必要はありません。

２　正しい。公民館など一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で
行われる開発行為を行う者は、例外として、場所や規模に関係なく、開発許
可を受ける必要はありません。

３　誤り。区域区分が定められていない都市計画区域（非線引区域）では、原
則として 3,000㎡未満の開発行為を行う者は、開発許可を受ける必要はあ
りません（小規模な開発行為の例外）。したがって、開発行為の規模が 2,000
㎡であれば、開発許可を受ける必要はありません。

４　誤り。市街化調整区域では、小規模な開発行為の例外はありません。した
がって、100㎡の規模の開発行為を行う者であっても、原則として、開発許
可を受ける必要があります。

【参考正答率 97.9%】

都市計画法問16 正解 2
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１　誤り。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則
として、その全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用されま
す。「敷地の属する面積が大きい方」の規定を適用するわけではありません。

２　正しい。一定の特殊建築物は、耐火建築物としなければなりません。その
一例として、倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する３階以上の部
分の床面積の合計が 200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない
とされています。

３　正しい。高さ 20ｍを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障
がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません。

４　正しい。階段には、原則として、手すりを設けなければなりません。ただ
し、高さ１ｍ以下の階段の部分には、設ける必要はありません。

１　正しい。建築物の壁またはこれに代わる柱などは、地盤面下の部分または
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類する
ものを除き、壁面線を越えて建築してはならないとされています（壁面線に
よる建築制限）。

２　正しい。特別用途地区内では、地方公共団体は、その地区の指定の目的の
ために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築物の
用途制限を緩和することができます。

３　正しい。建蔽率の限度が 10分の８とされている地域内で、かつ、防火地
域内にある耐火建築物等（耐火建築物または耐火建築物と同等以上の延焼防
止性能を有する建築物）については、建蔽率の制限は適用されません。

４　誤り。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、
第一種・第二種中高層住居専用地域（日影規制の対象区域を除く）において
適用されます。したがって、田園住居地域内の建築物に対しても、北側斜線
制限が適用されます。

【参考正答率 89.6%】

建築基準法問17 正解 1

【参考正答率 82.8%】

建築基準法問18 正解 4
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１　誤り。宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大
きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関
する工事について規制を行う必要があるものについて、都道府県知事が、関
係市町村長の意見を聴いて、指定します。「国土交通大臣」が指定するので
はありません。

２　正しい。宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場
合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ５ｍを超える擁壁の設置
などに係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなけ
ればなりません。

３　正しい。都道府県などは、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量
または調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を
与えた場合には、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償し
なければなりません。

４　正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事
が完了した場合、造成主は、その工事が一定の技術的基準に適合しているか
どうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。

１　誤り。市町村施行など公的施行の場合、施行者は、土地区画整理事業の施
行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事
業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には、その差額に相当する
金額を、その公告があった日における従前の宅地の所有者およびその宅地に
ついて地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用・収益することができ
る権利を有する者に対して、減価補償金として交付しなければならないとさ
れています。しかし、「従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者」
は交付の対象者に含まれていませんので、この者に対して、減価補償金を支
払う必要はありません。

２　誤り。施行者は、仮換地を指定したなどの場合において、必要があると認
めるときは、「清算金」ではなく、「仮清算金」を徴収・交付することができ
ます。この仮清算金については、徴収・交付が「できる」だけであって、徴

【参考正答率 87.1%】

宅地造成等規制法問19 正解 1

【参考正答率 50.8%】

土地区画整理法問20 正解 3
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収・交付「しなければならない」わけではありません。なお、施行者は、換
地処分の公告があった場合においては、確定した「清算金」を徴収・交付し
なければなりません。

３　正しい。換地計画において換地を定める場合には、換地および従前の宅地
の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなけれ
ばならないとされています（換地照応の原則）。

４　誤り。公的施行の土地区画整理事業の換地計画では、災害を防止し、およ
び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると
認められる場合には、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地につ
いて、過小宅地とならないように換地を定めることができます（宅地地積の
適正化）。しかし、土地区画整理組合施行など民間施行の場合については、
このような規定はありません。

１　誤り。農地法で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。登
記簿上の地目は関係ありません。したがって、「農地として耕作している土地」
は、登記簿上の地目が山林であっても、農地法の適用を受ける農地に該当し
ます。

２　誤り。農地について所有権を移転する場合、耕作目的での農地の取得であ
れば、原則として農地法３条の許可を受ける必要があります。「親から子に
対して、所有するすべての農地を一括して贈与」する場合も、包括遺贈や相
続人に対する特定遺贈による農地の権利取得（農地法３条の許可が不要とな
る場合）と異なり、例外にはあたりません。

３　正しい。耕作目的で農地を取得する場合、原則として、農地法３条の許可
を受ける必要があります。農業者が競売により取得する場合も同様です。

４　誤り。市街化区域外の農地を農地以外に転用する場合、原則として、農地
法４条の許可を受ける必要があります。この場合の許可権者は、転用する農
地の面積にかかわらず、都道府県知事等（都道府県知事または指定市町村の
区域内では指定市町村の長）です。「農林水産大臣」ではありません。

【参考正答率 83.6%】

農地法問21 正解 3
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１　誤り。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的については、必要
な変更をするように勧告することができます。これに対して、対価の額につ
いては、勧告することはできません。対価の額は、事後届出制では審査の対
象になっていないからです。したがって、「対価の額」について勧告するこ
とができる旨の記述は誤りです。なお、「都道府県知事から勧告を受けた当
該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表するこ
とができる」とする点は、土地の利用目的について必要な変更をするように
勧告した場合についての正しい記述です。

２　誤り。事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が
事後届出を行わなかった場合でも、都道府県知事から届出を行うよう勧告さ
れることはありません。しかし、罰則（６カ月以下の懲役または 100 万円以
下の罰金）の適用はあります。

３　誤り。当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合、事後
届出は不要です。したがって、国から土地を購入したＡは、事後届出を行う
必要がありません。

４　正しい。都市計画区域外の 10,000㎡以上の土地について、「土地売買等
の契約」を締結した場合には、権利取得者は、事後届出を行う必要がありま
す。設定の対価がある地上権設定契約は、「土地売買等の契約」にあたります。
したがって、Ｃは、事後届出を行う必要があります。

１　正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措
置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅
用家屋の取得後１年以内に所有権の移転登記を受けなければなりません。

２　誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置
は、売買または競落による取得に限って適用されます。したがって、住宅用
家屋を「相続」により取得した場合に受ける所有権の移転登記については、
適用されません。

３　誤り。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳の
登録価格等であり、実際の取引価格ではありません。住宅用家屋の所有権の

【参考正答率 64.2%】

国土利用計画法問22 正解 4

【参考正答率 84.0%】

登録免許税問23 正解 1
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移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置を受ける場合でも、同様です。

４　誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置
には、回数制限はありません。したがって、過去に適用を受けたことがある
者も、再度この措置の適用を受けることができます。

１　誤り。固定資産税は、賦課期日（１月１日）現在の所有者等に課されます。
したがって、固定資産税をすでに全納した者が、年度の途中において土地の
譲渡を行った場合でも、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けること
はできません。

２　誤り。固定資産税の税率については、標準税率を 1.4％（1.4/100）と
する規定はありますが、制限税率の規定はありません。したがって、1.7％
を超える税率とすることもできます。なお、市町村は、1.7％を超える税率
で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、市町村の議会で
一定の納税義務者の意見を聴くものとされています。

３　正しい。固定資産税の納期は、原則として、４月、７月、12 月および２
月中において当該市町村の条例で定めることとされていますが、特別の事情
があるときは、これと異なる納期を定めることができます。

４　誤り。200㎡以下の住宅用地（小規模住宅用地）に対して課する固定資
産税の課税標準は、課税標準となるべき価格（固定資産課税台帳の登録価格）
の６分の１の額とする特例措置が講じられています。「２分の１」ではあり
ません。なお、200㎡超の住宅用地の場合は、200㎡までの部分は登録価格の
６分の１の額、200㎡超の部分は同価格の３分の１の額になります。

１　正しい。土地鑑定委員会は、その土地に地上権その他当該土地の使用収益
を制限する権利が存する場合であっても、標準地として選定することができ
ます。なお、標準地は、土地鑑定委員会が、自然的および社会的条件からみ
て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環
境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとされています。

２　誤り。土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年１回、２人

【参考正答率 92.6%】

固定資産税問24 正解 3

【参考正答率 89.2%】

地価公示法問25 正解 1
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以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとされています。この場合、標
準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価
額などを記載した鑑定評価書を提出しなければなりません。ただし、当該２
人以上の不動産鑑定士が鑑定評価書を連名で提出しなければならない旨の規
定はありません。

３　誤り。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し
たときは、すみやかに、一定事項を官報で公示しなければなりません。この
官報で公示すべき事項に、標準地の単位面積当たりの価格は含まれますが、
標準地の価格の総額は含まれません。

４　誤り。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業
を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合に
おいて、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければ
ならないとされています。「公示価格と同額」としなければならないわけで
はありません。

１　誤り。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることによ
り契約の締結を誘引してはなりませんが、本問のように売買代金の貸借の
あっせんをすることは、信用の供与に当たりません。したがって、本問のよ
うな契約の締結の誘引も可能です。

２　正しい。宅建業者が宅建業に関し不正な行為をしたことは、業務停止事由
に当たります。そして、業務停止事由に該当し、情状が特に重いことを理由
に、法人である宅建業者が免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞
の期日および場所の公示の日前 60 日以内にその法人の役員であった者は、
宅建士の登録を消除されます。

３　誤り。借主として貸借の契約を締結することは、自ら貸借に当たります。
自ら貸借をすることは宅建業ではないので、宅建業法は適用されません。

４　誤り。宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければ
なりませんが、案内所に備え付ける必要はありません。

【参考正答率 72.1%】

宅建業法総合問26 正解 2
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１　誤り。実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させる表
示は、誇大広告にあたります。誇大広告は、それ自体が宅建業法違反であり、
損害が発生したかどうかは関係ありません。したがって、損害が実際に発生
していなくても、監督処分の対象となります。

２　誤り。宅建業者は、工事の完了前においては、当該工事に必要とされる開
発許可・建築確認等の処分があった後でなければ広告をすることができませ
ん。したがって、建築確認申請中の場合、その旨を表示しても広告をするこ
とはできません。

３　正しい。宅建業者は、工事の完了前においては、当該工事に必要とされる
開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ広告をすることができま
せん。したがって、必要とされる許可等の処分があった後であれば、広告を
することができます。

４　誤り。規制対象となる広告は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、
雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページ等種類を問いません。

ア　誤り。宅建業者は、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結したと
きは、その日から７日以内（宅建業者の休業日を除く）に指定流通機構に登
録しなければなりません。登録しない旨の特約は無効なので、「特約をして
いるときを除き」とする本問は誤りです。

イ　誤り。宅建業者は、専属専任媒介契約でない専任媒介契約を締結した場合
には、２週間に１回以上、依頼者に対し、業務の処理状況を報告しなければ
なりません。「１週間に１回以上」ではありません。

ウ　正しい。明示型の一般媒介契約を締結した場合、34 条の２第１項の規定
に基づく書面（媒介契約書面）に、明示していない宅建業者の媒介・代理に
よって売買契約を成立させたときの措置を記載しなければなりません。

エ　誤り。宅建業者は、媒介契約書面に記載した宅地・建物を売買すべき価額
またはその評価額について意見を述べる場合には、その根拠を明らかにしな
ければなりません。しかし、その方法等について制限はないので、「不動産
鑑定士に評価を依頼して」とする本問は誤りです。

【参考正答率 99.2%】

広告の規制問27 正解 3

【参考正答率 85.5%】

媒介契約問28 正解 1
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１　誤り。免許換えによって受けた免許の有効期間は、新たに免許を受けた場
合と同様、５年です。したがって、有効期間を５年とする免許証が交付され
ます。

２　誤り。登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、登
録の移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間（前の宅建士証の有
効期間の残り）を有効期間とする宅建士証が交付されます。

３　正しい。宅建士は、事務禁止処分を受けた場合、宅建士証をその交付を受
けた都道府県知事に速やかに提出しなければなりません。本問の宅建士は、
甲県知事の登録を受けているので、提出先は甲県知事です。

４　誤り。誰の免許を受けるかは、事務所の場所で決まります。案内所の場所
は関係ありません。したがって、甲県知事免許の宅建業者が乙県内に案内所
を設置しても、免許換えの申請は必要ありません。

１　誤り。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所（本店）につき60万
円、その他の事務所（支店）１カ所につき30万円の合計額です。本問の場
合、本店 60 万円＋支店 30 万円×３＝ 150 万円です。

２　正しい。保証協会の社員または社員であった者は、還付充当金の納付をす
べき旨の通知を受けたときは、その日から２週間以内に保証協会に還付充当
金を納付しなければなりません。

３　誤り。宅建業者は、同時に複数の保証協会の社員になることはできません。
したがって、保証協会に加入している宅建業者は、別の保証協会に加入する
ことができません。

４　誤り。弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、その弁済を受ける
ことができる額について保証協会の認証を受けなければなりません。免許権
者である都道府県知事（甲県知事）の認証ではありません。

１　誤り。免許を受けてから１年以内に事業を開始しなかったことを理由に免

【参考正答率 85.6%】

宅建業法総合問29 正解 3

【参考正答率 98.1%】

弁済業務保証金問30 正解 2

【参考正答率 92.8%】

宅建業の免許（総合）問31 正解 3
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許を取り消されたことは、免許欠格要件に該当しません。したがって、取消
しから５年を経過していなくても、免許を受けることができます。

２　誤り。破産手続開始の決定を受けても、復権を得れば、免許欠格要件に該
当しなくなります。本問の場合、政令で定める使用人が復権を得れば、５年
を経過していなくても、法人は免許を受けることができます。

３　正しい。国土交通大臣または都道府県知事は、免許（免許の更新を含む）
に条件を付し、およびこれを変更することができます。

４　誤り。宅建業者は、役員の氏名に変更があったときは、30 日以内にその
旨を免許権者に届け出なければなりませんが（変更の届出）、役員の住所の
変更は、変更の届出の対象ではありません。

ア　正しい。宅地が急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、急傾斜地の崩壊によ
る災害の防止に関する法律７条１項に基づく制限の概要を重要事項として説
明しなければなりません。

イ　正しい。宅地・建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事
項として説明しなければなりません。

ウ　正しい。宅地の貸借の場合、文化財保護法 46 条１項および５項の規定に
よる重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はあ
りません。

エ　正しい。宅地が津波防護施設区域内にあるときは、津波防災地域づくりに
関する法律 23 条１項に基づく制限の概要を重要事項として説明しなければ
なりません。

１　誤り。営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければな
りません。したがって、宅建業者が事業開始後に新たに従たる事務所を設置
したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託します。そ
して、供託した旨の届出をした後でなければ、新たな事務所で事業を開始す
ることができません。

２　誤り。宅建業者は、主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更し

【参考正答率 56.6%】

重要事項の説明問32 正解 4

【参考正答率 99.0%】

営業保証金問33 正解 4
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た場合、有価証券のみ、または有価証券と金銭で営業保証金を供託している
ときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に
新たに供託しなければなりません。本問の保管替えの請求は、金銭のみで営
業保証金を供託している場合の制度です。

３　誤り。免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合、原則として、
還付請求権者に対する公告をする必要があります。

４　正しい。免許権者は、宅建業者が免許を受けた日から３カ月以内に営業保
証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしな
ければならず、その催告が到達した日から１カ月以内に当該宅建業者が届出
をしないときは、その免許を取り消すことができます。

１　正しい。宅建業者は、国土交通大臣が定めた報酬の額を超えて報酬を受領
してはなりません。このことは、依頼者が承諾していたとしても、変わりあ
りません。

２　正しい。宅建業者は、相手方等に対して、不当に高額の報酬を要求しては
なりません。要求すること自体が禁止されているので、実際には受領してい
なくても宅建業法違反となります。

３　正しい。居住用建物以外の貸借の場合は、依頼者の一方から0.55カ月分
以内という制限はありません。したがって、借賃を基準にする場合、依頼者
の双方から合計して 1.1 カ月分以内という制限のみであり、貸主と借主の負
担の割合について制限はありません。

４　誤り。依頼者の特別の依頼に基づく広告の料金相当額であれば、報酬とは
別に受領することができます。しかし、依頼者の依頼によらない広告の場合
には、報酬と別に料金相当額を受領することはできず、報酬額に合算する場
合も、合算して報酬の限度額の範囲内でなければなりません。

ア　正しい。37 条書面には宅建士の記名押印が必要ですが、37条書面の交
付を行う者については、特に制限がありません。

イ　誤り。貸借の 37 条書面には、賃借権設定登記の申請の時期を記載する必

【参考正答率 97.0%】

報酬額の制限問34 正解 4

【参考正答率 51.3%】

37 条書面問35 正解 0
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要はありません。なお、契約当事者が宅建業者であっても、37 条書面の作成・
交付義務の内容に変わりはありません。また、引渡しの時期を記載しなけれ
ばならない点は、正しい記述です。

ウ　正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるとき
は、その内容を 37 条書面に記載しなければなりません。このことは、当該
事項を重要事項説明書に記載していたとしても変わりありません。

エ　正しい。宅建業者は、37条書面に宅建士をして記名押印させなければな
りません。このことは、契約当事者が宅建業者であっても、また公正証書で
契約を成立させた場合でも、変わりありません。

　宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったこと
について知り得た秘密を他に漏らしてはなりません（守秘義務）。

１　誤り。本問のように依頼者本人の承諾があった場合には、「正当な理由」
があるので、守秘義務の対象外になります。

２　誤り。宅建業を営まなくなった後でも、守秘義務は適用されます。したがっ
て、宅建業を営まなくなった後に、業務上取り扱ったことについて知り得た
秘密を他に漏らせば、宅建業法に違反します。

３　正しい。法律上秘密を告げる義務がある場合には、「正当な理由」が認め
られます。したがって、本問のように裁判の証人として証言を求められた場
合、秘密に係る事項を証言することができます。

４　誤り。宅建業者は、重要事項の説明の対象事項等について真実を言う義務
を負うので（重要事項の不告知等の禁止）、売主が秘密にすることを希望し
ても、買主に説明しなければなりません。「正当な理由」があるので、守秘
義務の対象外です。

１　正しい。売買・交換の場合、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況
について当事者の双方が確認した事項を 37 条書面に記載しなければなりま
せん。本問のように確認した事項がない場合には、その旨を記載しなければ
なりません。

【参考正答率 94.6%】

業務上の規制（秘密）問36 正解 3

【参考正答率 79.5%】

37 条書面問37 正解 1
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２　誤り。売買・交換の場合、代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせ
んに関する定めがあるときは、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しない
ときの措置を 37 条書面に記載しなければなりません。本問のように定めが
ないときは、その旨を記載する必要はありません。

３　誤り。損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内
容を 37 条書面に記載しなければなりません。本問のように定めがないとき
は、その旨を記載する必要はありません。

４　誤り。売買・交換の場合、宅地・建物に係る租税その他の公課の負担に関
する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければなりません。
本問のように定めがないときは、その旨を記載する必要はありません。

ア　誤り。宅建業者の事務所に置く唯一の専任の宅建士が退任した場合、当該
業者は、事務所等の専任の宅建士の設置義務に抵触することになるとともに、
事務所の専任の宅建士の氏名に変更があったことになります。宅建業者は、
既存の事務所等が専任の宅建士の設置義務に抵触するに至ったときは、２週
間以内に、必要な措置を執らなければならず、事務所の専任の宅建士の氏名
に変更があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければな
りません。本問は、「２週間」と「30 日」が逆です。

イ　誤り。未成年者は専任の宅建士になることができないのが原則です。例外
として、宅建士である未成年者が、宅建業者または宅建業者の役員であると
きは、専任の宅建士になることができます。本問のように法定代理人の同意
があればよいとの規定はありません。

ウ　正しい。相手方が宅建業者の場合、重要事項説明書を交付すれば足り、内
容を説明する必要はありません。したがって、重要事項の説明時の宅建士証
の提示義務もなく、取引の関係者から請求があった場合の宅建士証の提示義
務しかありません。

エ　誤り。精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要
な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者は、登録を受け
ることができません。すなわち、成年被後見人・被保佐人に関しては、一律
に登録欠格要件に該当するのではなく、個別的に登録の可否を判断するので
す。

【参考正答率 49.1%】

宅地建物取引士問38 正解 1
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　買受けの申込みの場所と契約締結の場所とが異なる場合、買受けの申込みの
場所でクーリング・オフ制度の適用の有無を判断します。そして、①クーリン
グ・オフについて書面で告げられた日から起算して８日間経過したとき、また
は、②宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、クーリ
ング・オフできなくなります。

１　誤り。テント張りの案内所で買受けの申込みがされているので、クーリン
グ・オフ制度が適用されます。そして、Ｂは、引渡しを受けていないので、
代金の全額を支払っていてもクーリング・オフをすることができます。

２　正しい。喫茶店で買受けの申込みがされているので、クーリング・オフ制
度が適用されます。Ｂの希望によることは関係がありません。Ｂは、契約締
結日の３日後にクーリング・オフについて書面で告げられているので、その
日から数えて８日間（契約締結日の 10 日後まで）、クーリング・オフをする
ことができます。

３　正しい。テント張りの案内所で買受けの申込みがされているので、クーリ
ング・オフ制度が適用されます。クーリング・オフについて買主等に不利な
特約は無効ですが、クーリング・オフ期間を延長する特約は、買主等に不利
ではないので、有効です。したがって、本問の場合、クーリング・オフ期間
は 14 日間になります。

４　正しい。売主から媒介・代理の依頼を受けた宅建業者の事務所等で買受け
の申込みがされた場合には、クーリング・オフ制度の適用がありません。し
かし、本問では、売主Ａから媒介・代理の依頼を受けていない宅建業者の事
務所で買受けの申込みがされているので、クーリング・オフ制度の適用があ
ります。Ｂが指定したことは関係がありません。そして、クーリング・オフ
について書面で告げられた日から６日後に解除の書面を送付しているので、
クーリング・オフの効力が生じています。

１　誤り。宅建業者等は、相手方等が契約を締結しない旨の意思（勧誘を引き
続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず
勧誘を継続することが禁止されています。

【参考正答率 96.6%】

クーリング・オフ制度問39 正解 1

【参考正答率 90.3%】

業務上の規制（総合）問40 正解 4



27

２　誤り。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることによ
り契約の締結を誘引してはなりません。このことは、後に貸付金が償還され
ても変わりがありません。

３　誤り。宅建業者等は、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断す
るために必要な時間を与えることを拒んではなりません。したがって、「理
由の如何を問わず（＝正当な理由があってもなくても）」とする本問は誤り
です。

４　正しい。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることに
より契約の締結を誘引してはなりません。しかし、売買代金の額を引き下げ
ることは、信用の供与に該当しないので、それによって契約の締結を誘引し
ても、宅建業法に違反しません。

１　誤り。宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければ
なりません。したがって、支店にもそれぞれ帳簿を備え付けなければならず、
本店にまとめて備え付けることはできません。

２　正しい。宅建業者は、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その
取引に係る宅地・建物の所在・面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿
に記載しなければなりません。

３　誤り。宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、
閉鎖後５年間（当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあって
は、10年間）当該帳簿を保存しなければなりません。本問は、「又は売買
の媒介をする」とする点で誤りです。

４　誤り。帳簿の記載事項が、電子計算機（パソコン等）に備えられたファイ
ル・磁気ディスク（ハードディスク等）に記録され、必要に応じ当該事務所
において電子計算機その他の機器（パソコン等やプリンター）を用いて明確
に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることが
できます。

１　誤り。建物の売買・交換の場合、歴史的風致形成建造物の増築等をしよう

【参考正答率 85.5%】

業務上の規制（帳簿）問41 正解 2

【参考正答率 93.3%】

重要事項の説明問42 正解 1
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とする者は 30 日前までに市町村長に届け出なければならない旨を重要事項
として説明しなければなりません。

２　正しい。既存建物の売買・交換の場合、設計図書、点検記録その他の建物
の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況を重要事項として説明し
なければならず、「書類」には建築確認済証も含まれます。そして、建築確
認済証がない場合には、その旨を説明することになります。

３　正しい。区分所有建物の売買・交換の場合、当該一棟の建物の維持修繕の
実施状況が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなけれ
ばなりません。

４　正しい。建物の貸借の場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の
整備の状況を重要事項として説明しなければなりません。

１　誤り。登録を受けている者が精神の機能の障害により宅建士の事務を適正
に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができ
ない者となった場合、30 日以内に、本人またはその法定代理人もしくは同
居の親族は、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。

２　誤り。登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請を行う場合は、都
道府県知事の指定する講習（法定講習）を受講する必要はありません。

３　誤り。宅建士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をそ
の交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これに違反したとき
は、10万円以下の過料に処されることがあります。「50 万円以下」「罰金」
ではありません。

４　正しい。脅迫罪は暴力的な犯罪なので、罰金刑でも登録欠格要件に該当し
ます。この場合、刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日
から５年を経過するまでは、新たな登録を受けることができません。

ア　正しい。現に建物の敷地に供されている土地は、宅地に当たります。また、
建物の敷地に供する目的で取引される土地も、宅地に当たります。

イ　誤り。用途地域内の土地は、現在、道路、公園、河川、広場、水路である

【参考正答率 72.1%】

宅地建物取引士問43 正解 4

【参考正答率 81.6%】

宅地建物取引業の意味問44 正解 2
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ものを除き、宅地に当たります。したがって、用途地域内の農地は、宅地に
当たります。

ウ　正しい。現に建物の敷地に供されている土地は、宅地に当たります。どこ
の土地かは関係ないので、用途地域外であっても、現に建物の敷地に供され
ている土地は宅地です。

エ　誤り。用途地域内の土地は、現在、道路、公園、河川、広場、水路である
ものを除き、宅地に当たります。したがって、道路、公園、河川等である土
地は、宅地に当たりません。

１　誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の額は、住宅供給戸数に応じて決められて
いますが、その戸数の算定に当たって、床面積が 55㎡以下の住宅は２戸を
もって１戸と数えます。「100㎡以下」ではありません。

２　誤り。転売をしたときは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の解除をしなけれ
ばならない旨の規定はありません。なお、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、
国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更または解除をすることができ
ません。

３　誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該住
宅を引き渡した時から 10 年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分または雨
水の浸入を防止する部分の瑕疵（構造耐力または雨水の浸入に影響のないも
のを除く）によって生じた損害について保険金の支払いを受けることができ
ます。「給水設備又はガス設備」は含まれていません。

４　正しい。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡した宅建業
者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、保険料は、当該宅建
業者が支払います。

１　正しい。機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改
良に必要な資金の貸付けを業務として行っています。

２　正しい。証券化支援事業（買取型）における民間金融機関の住宅ローン金
利は、各金融機関が決定します。したがって、金融機関によって異なる場合

【参考正答率 98.9%】

住宅瑕疵担保履行法問45 正解 4

【参考正答率 95.1%】

住宅金融支援機構問46 正解 4
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があります。

３　正しい。機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工
事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うと
いう制度（高齢者向け返済特例制度）を設けています。

４　誤り。証券化支援業務（買取型）において、譲受けの対象となる住宅購入
資金の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金について
の貸付債権も含まれます。

１　誤り。建築基準法の規定により道路とみなされる部分（セットバックを要
する部分）を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する
部分の面積がおおむね10％以上である場合は、あわせてその面積を明示し
なければなりません。したがって、面積を必ず表示しなければならないとす
る本問は誤りです。

２　正しい。取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」または「媒介（仲介）」の
別をこれらの用語を用いて表示することとされています。したがって、これ
らの用語以外による表示は、取引態様の表示とは認められません。

３　誤り。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する
表示は、不当表示に当たります（おとり広告）。適切な更新を怠ったことに
より、契約済みの物件が掲載されている場合、これに該当します。

４　誤り。新築分譲住宅等であって、価格等が確定していないため、直ちに取
引することができない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時
期をあらかじめ告知する広告表示を予告広告といいます。宅建業者は、予告
広告である旨を表示する等の要件を満たせば、予告広告を行うことができま
す。

１　誤り。平成 31 年１月から令和元年 12 月までの新設住宅着工戸数は約 90.5
万戸となり、３年連続の減少となりました。「３年ぶりに増加に転じた」と
する本問は誤りです。

２　正しい。平成 31 年３月末における宅建業者数は、12 万 4,451 であり、12

【参考正答率 67.8%】

景表法問47 正解 2

【参考正答率 84.7%】

統計問48 正解 2
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万 4,000 を超えています。

３　誤り。平成 30 年の住宅地、工業用地等の宅地は約 196 万 ha であり、前年
に比べてわずかに増加しています。「大きく減少した」とする本問は誤りです。

４　誤り。不動産業について、平成 30 年度の売上高営業利益率・売上高経常
利益率は、いずれも 11.1％です。「いずれも 10％以下となっている」とする
本問は誤りです。

１　適当。山地は、地形がかなり急峻で、大部分が森林となっています。
２　適当。低地は、一般に洪水や地震などに対して弱く、防災的見地からは住

宅地として好ましくありません。

３　最も不適当。埋立地より干拓地のほうが、自然災害に対して危険度が高い
といえます。本問は逆の記述です。なお、埋立地は一般に海面に対して数ｍ
の比高を持つとする点は適当な記述です。

４　適当。台地は、一般に地盤が安定しており、低地に比べ自然災害に対して
安全度が高いといえます。

１　適当。基礎は、硬質の支持地盤に設置するとともに、上部構造とも堅固に
緊結する必要があります。

２　適当。木造建物を耐震、耐風的な構造にするためには、できるだけ建物の
形態を単純にすることが適切です。

３　最も不適当。鉄はそのままでは錆びてしまうので、鉄骨造では、防錆処理
を行う必要があります。なお、不燃構造である点、靭性が大きい点は、適当
な記述です。

４　適当。近年、コンクリートと鉄筋の強度が向上しており、鉄筋コンクリー
ト造の超高層共同住宅建物もみられます。

【参考正答率 97.8%】

土地問49 正解 3

【参考正答率 93.0%】

建物問50 正解 3


