
有効期限は大丈夫ですか？
あなたの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証） 宅建業免許更新、

提出期間経過で　免許失効！免許失効！
免許権者への
提出期間は

免許満了日の90日前から30日前まで
（協会経由：100日前から50日前まで）

検 索県への申請・届出のご案内は、埼玉県建築安全課HPから！ 埼玉県庁HPの
トップページにアクセス 埼玉県 宅建業

更新のための講習会は有効期限満了日の6ヵ月前から受
講が可能です。講習日は表紙裏でご確認ください
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１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の
　　確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会　／　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉県宅建協会会員は倫理綱領を遵守し誠実かつ公正な業務の遂行に努めています

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、
その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

あなたの宅地建物取引士証、有効期限は大丈夫ですか？　法定講習会は有効期間満了日の６カ月前から受講できます。

宅地建物取引士証の交付・更新に必要な法定講習会は、広い会場とゆとりのある座席で快適に過ごせる宅建協会でご受講ください。
講習会のお申込みは先着順で定員になり次第締切となります。協会本部と１６支部でお申込み頂けます。お早めにお手続きを。

宅建士証の交付・更新に必要な「法定講習会」は宅建協会で！

倫 理 綱 領

宅地建物取引士法定講習会のお知らせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

①印鑑（認印）　
②カラー顔写真３枚（縦３㎝×横２.４㎝の６ヶ月以内に撮影した同一の証明用カラー写真、パスポート及び運転免許証の基準を準用）
　※埼玉県宅建会館１階ロビーに写真機を設置しています。本部でのお申込みの際には是非ご利用ください。
③現在お持ちの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
④現金１６,５００円 ＜内訳：受講料１２,０００円、宅地建物取引士証交付手数料（埼玉県収入証紙代）４,５００円＞

　宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）や宅建業免許の更新時には、是非宅建協会
本部の窓口で「埼玉県証紙」をお買い求めください。

埼玉県証紙販売していますサンプルサンプル

講習時間講習時間

（終了予定）9：30～16：50
埼玉県宅建会館講習会場講習会場

さいたま市浦和区東高砂町６－１５　ＪＲ浦和駅東口徒歩約５分

お問い合せお問い合せ 本部事務局　会員事業課

048－811－1830

平成２８年

講習会申込に必要なもの講習会申込に必要なもの
下記①～④をお持ちの上、本会の本部または支部
事務局窓口にてお手続きをお願いします。

12 21�

　宅建協会が運営する「ハトマークサイト埼玉」なら、一人暮
らし物件からファミリー物件、ペット可物件など、こだわり物
件が見つかります。空き店舗情報なら、サイト内の商店街専門
「あきんどっとこむ」もチェック！

完全スマホ
対応！

平成２９年 3 15�1 18� 2 8�

物件情報もハトマークで検索！

2 22�
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秋恒例「不動産フェア」開催中！秋恒例「不動産フェア」開催中！秋恒例「不動産フェア」開催中！

主　催会　　場出展イベント開催日時

埼玉西部支部文化の杜公園（富士見市鶴馬１８００－１）富士見ふるさとまつり１０月２２日（土）

川口支部SKIPシティ（川口市上青木３－１２－６３）川口市産品フェア１０月２２日（土）・２３日（日）

埼葛支部鷲宮総合支所（久喜市鷲宮６丁目１－１）コスモスフェスタ

１０月２３日（日） 越谷支部越谷宅建会館（越谷市越ヶ谷２－８－２３）越谷市民まつり

埼玉東支部八潮市役所駐車場（八潮市中央１－２－１）やしお市民まつり

大宮支部ソニックシティ第１展示場２０１６大宮区民ふれあいフェア１０月２９日（土）

所沢支部所沢航空記念公園（所沢市並木１－１３）所沢市民フェスティバル１０月２９日（土）・３０日（日）

埼葛支部宮代町役場　スキップ広場（南埼玉郡宮代町笠原１－４－１）宮代町産業祭
１０月３０日（日）

川口支部浮間ゴルフ場（荒川河川敷）荒川ふれあいまつり

埼玉西部支部福岡中央公園（ふじみ野市上野台１－４）ふじみ野市産業まつり

１１月３日（木）
埼玉東支部草加松原遊歩道（草加市松江）草加ふささら祭り

北埼支部市民プラザ（羽生市中央３丁目）羽生市商工祭り

南彩支部蕨市旧中山道（蕨市中央５－１７－２７付近）中仙道蕨宿宿場まつり

埼玉西部支部松山第一小学校（東松山市松葉町１－１－１６）日本スリーデーマーチ１１月４日（金）・５日（土）・６日（日）

さいたま浦和支部浦和競馬場（さいたま市南区大谷場１－８－４２）南区　ふるさとふれあいフェア１１月５日（土）

埼玉西部支部坂戸市民総合運動公園（坂戸市石井１５５０）さかど産業まつり
１１月５日（土）・６日（日）

埼玉北支部中山道沿線商店街（深谷市本住町、本町周辺）深谷市産業祭

さいたま浦和支部さくら草通り（さいたま市浦和区高砂２丁目）浦和区民まつり

１１月６日（日） 大宮支部市民の森・見沼グリーンセンター平成２８年度北区民まつり

本庄支部堤調節池公園グランド（上里町七本木）上里ふれあいまつり

大宮支部三橋総合公園　多目的広場他第１４回西区ふれあいまつり

１１月１２日（土） 大宮支部堀崎公園、見沼区役所駐車場第１４回見沼区ふれあいフェア

埼玉北支部寄居町総合体育館、アタゴ記念館前会場（寄居町寄居１１８０－１）寄居町産業祭

埼玉西部支部鶴ヶ島市運動公園（鶴ヶ島市太田ヶ谷２０１－８）鶴ヶ島産業まつり
１１月１２日（土）・１３日（日）

彩央支部上尾市民体育館及びゆりが丘公園（上尾市向山４－３－１０）あげお産業祭

埼玉東支部旧日光街道街グルin草加２０１６

１１月１３日（日）
埼葛支部幸手駅前通り（幸手市中１丁目・２丁目）幸手市民まつり

北埼支部行田市役所駐車場（行田市本丸２丁目）行田市商工祭り

県南支部和光市役所（和光市広沢１－５）和光市民まつり

埼玉西部支部ウェスタ川越（川越市新宿１－１７－１７）かわごえ産業フェスタ

１１月１９日（土）・２０日（日） 埼玉東支部三郷市勤労者体育館（三郷市谷口５７１）三郷産業フェスタ

埼玉北支部熊谷スポーツ文化公園（熊谷市上川上３００）熊谷市産業祭

越谷支部市民交流センターおあしす（吉川市きよみ野１丁目）吉川市民まつり１１月２０日（日）

　本会では、“不動産の日”である９月２３日を中心に「不動産フェア」
を開催しています。
　地域の産業祭などに出展して、消費者の皆さまへ宅地建物取引に
係る知識の普及・啓発活動を行っています。
　不動産無料相談会や記念品の配布などの各種イベントを行ってい
るほか、協会マスコット「ハトたま」が登場する会場もありますの
で、ぜひ下記会場へお立ち寄りください！

ハトたまも登場ハトたまも登場ハトたまも登場
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宅建業法をはじめ関係法令や、宅建業実務のお役立ち情報、地域に根ざした営業活動に役立つ
大切な情報をまとめてお届けします。

業業界界注注目目イインンフフォォ

平成２８年度「法令遵守指導」を実施します
＜宅建協会からのお知らせ＞

宅建業実務

　本年度も自主規制事業として、「法令遵守指導等に関する規程」に基づき、「法令遵守指導」を実施いたし

ます。法令遵守指導員をして、下記のとおり宅建業法に定められた遵守事項等について、対象会員の事務所

において調査し、是正事項があれば指導を行います。

平成２９年度に免許更新を迎える会員

平成２７年度に新規入会した会員
対象者

平成２８年１１月１日～平成２８年１１月３０日実施期間

標識（業者票）の掲示／報酬額表の掲示／帳簿（取引台帳）の備え付け／重要事項説

明書の説明交付／宅地建物取引士証の提示／契約書の交付／従業者名簿の備え付け／

従業者証明書の交付・携帯／変更届の届出／供託所等の説明・掲示／協会制定掲示物

の掲示／専任の宅地建物取引士数／宅地建物取引士証の有効期限／本人確認記録（犯

罪収益移転防止法第６条）の作成保存／取引記録（犯罪収益移転防止法第７条）の作

成保存

主な調査事項

お問合せ先：TEL．０４８－８１１－１８６８（保証業務課）

平成２８年度「宅建業者法定研修会」開催中！
＜宅建協会からのお知らせ＞

宅建業実務

　本年度も宅地建物取引業法第６４条の６に基づき、平成２８年度「宅建業者法定研修会」を開催しています。
「代表者」・「政令第２条の２で定める使用人」・「宅地建物取引士」・「従業者」の皆様はご出席ください。ま
た、本研修会は会員以外の方も受講いただけます。
　詳しくは、協会ホームページをご覧ください。

※対象支部以外の会場でも受講できます。２回以上の受講もできます。

時間：１３時００分（開会）～１６時３０分（終了予定）

お問合せ先：TEL．０４８－８１１－１８６８（保証業務課）

日程・会場

対象支部所在地会　場日　程

川口・南彩川口市川口３－１－１川口総合文化センター「リリア」（音楽ホール）１０／２４（月）

彩央鴻巣市中央２９－１鴻巣市文化センター「クレアこうのす」（大ホール）１０／２７（木）

埼玉北・本庄熊谷市拾六間１１１－１熊谷文化創造館「さくらめいと」（太陽のホール）１１／７（月）

彩西飯能市飯能２２６－２飯能市市民会館（小ホール）１１／１５（火）

秩父秩父市宮側町１－７秩父地場産業センター（多目的大ホール）１１／１７（木）

大宮大宮区下町３－４７－８さいたま市民会館「おおみや」（大ホール）１１／２１（月）

県南朝霞市本町１－２６－１朝霞市民会館「ゆめぱれす」（中ホール）１１／２４（木）
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宅建業実務

宅建業のうっかりミスにご注意ください！
＜宅建協会からのお知らせ＞

　宅建業において「うっかりミス」と思われる事例がしばしば見られます。

　そもそもの部分で誤解をされているケースもあり注意が必要です。

　以下の事例のようなケースが良く見られる「うっかりミス」ですが、このようなミスでも免許権者の指導

や処分の対象になってしまう恐れもございますのでご注意ください。

従業者証明書①

誤　私は代表者であり、従業者では無いので「従

業者証明書」は不要だ。

正　代表者や役員であっても宅建業に従事する方

は「従業者証明書」が発行され携帯させるこ

とは必要です（宅地建物取引業法第４８条）。

従業者証明書②

誤　アルバイトなどには従業者証明書を発行する

必要はない。

正　宅建業の「受付・事務」等をする方について

は、正規・アルバイト・非常勤等関係なく発

行する必要があります。

従業者証明書③

誤　従業者証明書番号は、業者が自由に決めてよ

い。

正　従業者証明書番号の振り方は決まっていま

す。詳細は申請の手引き等をご覧ください。

従業者名簿

誤　私は個人事業主で「一人親方」だから「従業

者名簿」は不要だ。

正　「一人親方」や全員役員でも従業者名簿に記載

して事務所に備え付けることは必要です（宅

地建物取引業法第４８条）。

取引台帳

誤　今年度は取引が無かったので取引台帳は不要

だ。

正　取引台帳に記載する取引が無くても、事務所

に取引台帳を備え付けることは必要です（宅

地建物取引業法第４９条）。

媒介契約書

誤　親戚の取引だから媒介契約書は交付しない。

正　例え親戚や家族でも媒介契約書の交付は必要

です（宅地建物取引業法第３４条の２）。

変更届

誤　役員に変更があったが、何も届け出ていな

い。

正　役員に変更があった場合、変更があった日か

ら３０日以内に変更届の提出が必要です。

業者票①

誤　宅地建物取引士に名称が変わったが、業者票

で変更するところはない。

正　「専任の取引主任者の氏名」を、「専任の宅地
� ���

建物取引士の氏名」に変更する必要がありま
� ���������

す。協会から変更用のシールをお送りしてい

ますので、変更してください。

業者票②

誤　代表者・専任の宅地建物取引士に変更が生じ

たが、業者票は変更しなくてよい。

正　変更が生じた時点で、業者票の氏名も変更し

てください。

報酬額表

誤　消費税率が変わったが、報酬額表は変えてい

ない。

正　消費税率の変更に伴い、報酬額表を変更する

必要があります。協会から新しい報酬額表を

送付していますので、新しい様式に差し替え

てください。協会の支部や埼玉県庁での購入

も可能です。

取引時確認（犯罪収益移転防止法）

誤　共同仲介の際に当社は媒介を結んだ売主の取

引時確認を行い、買主は客付会社が取引時確

認を行ったので当社は買主の取引時確認を行

う必要はない。

正　元付業者及び客付業者はそれぞれ、売主及び

買主の双方について、取引時確認を行わなけ

ればなりません。
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「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のための
ハンドブック」を販売中！

レインズへの同一物件の登録と
削除の繰り返しについて（注意）
＜公益財団法人　東日本不動産流通機構からのお知らせ＞

宅建業実務

宅建業実務

＜宅建協会からのお知らせ＞
　本年１０月より、改正「犯罪収益移転防止法」が施行されました。

　この改正内容を踏まえた改訂３版「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」が、

株式会社　大成出版社より発刊されています。購入をご希望の方は、協会ホームページ「会員専用コンテン

ツ」より、会員専用の注文書をダウンロードしてご注文ください。

　なお、公益社団法人　不動産流通推進センターでは、同ハンドブック（PDF形式）をホームページ上で無

償配布しています。こちらもご参照ください。

「あきんどっとこむ」
賃貸事業用物件情報の登録
をお願いします！

宅建業実務

協会ホームページ　≫　会員専用コンテンツ　≫　契約書・法令情報等ダウンロード　≫

犯罪収益移転防止法（マネロン法）関係

会員専用の注文書のダウンロード

書籍の販売
株式会社　大成出版社
〒１５６－００４２　東京都世田谷区羽根木１－７－１１
TEL．０３－３３２１－４１３１（代表）

書籍の発行
公益社団法人　不動産流通推進センター
〒１００－００１４　東京都千代田区永田町１－１１－３０
　　　　　　サウスヒル永田町　８階
TEL．０３－５８４３－２０７０

　レインズにおいて、同一物件の登録と削除を繰り
返す行為が一部会員によって行われています。
　このような行為は、「レインズ利用規程第５条第
５項」において定められる違反行為となります。物
件の登録、削除等については、レインズ利用規程等
に則って処理をお願いします。
　なお、同一物件の登録と削除を繰り返す行為が、
利用料に影響をおよぼす場合は、利用料支払履歴一
覧の表にある「補正」にて、利用料を修正させてい
ただく場合がありますので、留意願います。

＜宅建協会からのお知らせ＞

　商店街魅力物件情報サイト「あきんどっとこ

む」は、商店街に進出を希望する事業者の出店

を促すために昨年１０月にオープンして１年を迎

えました。

　ハトマークサイト埼玉の「登録・検索システ

ム」で登録された賃貸事業用物件に所属商店街

を登録すれば、物件に商店街情報が追加されて

「あきんどっとこむ」へ公開することができま

す。

　ぜひ、商店街の貸物件はハトマークサイト埼

玉の「登録・検索システム」から物件情報と商

店街の登録をお願いします。

お問合せ先

TEL．０４８－８１１－１８４０（企画政策課）

※「レインズ利用規程第５条第５項」
　会員は、自ら登録している物件について、重
複して登録を行ってはならない。また、正当な事
由なく削除、変更、再登録を行ってはならない。

＜レインズ操作方法に関するお問合せ＞
『レインズコールセンター』をご利用下さい。
TEL．０５７０－０１－４５０６
（ナビダイヤル、平日９：００～１８：００　※土日祝除く）
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＜埼玉県からのお知らせ＞

宅建業実務

カラーコーンを使った路上の案内広告、電柱・街灯柱・道路
標識等へのはり札などは違反です！

埼玉県屋外広告物条例による禁止事項 次の広告は禁止されています。違反した者は、１年以下の懲
役または５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

可能な広告について 次の広告は必要な申請を行うことにより可能となります。

　このようなケースでは、所有者等の許可を得るとともに、市町村へ屋外広告物の許可申請を行います。

はり紙等を貼り付けた
カラーコーンを民有地に置くこと

＜宅建協会からのお知らせ＞
　「ハトマーク不動産セミナー」は、一般消費者の方向けに、無料で宅地建物取引に関する正しい知識の普及
啓発を目的に毎年開催しています。今年も下記日程で、“相続”という関心の高いテーマを取り上げて開催い
たしますので、ぜひご参加ください。

消費者向けセミナー

生前贈与と不動産をテーマに「ハトマーク不動産セミナー」を開催

＜大宮会場＞　※定員：８０名
日時：１１月５日（土）午後１時～午後３時１５分
会場：大宮ソニックシティ６階「会議室６０２」
内容：
税理士を講師に『税務編』として下記内容を解説
①生前贈与の税制上の特例が増えていると聞きます。
その特例とは？

②生前贈与の特例の特徴は？
③相続時精算課税とその活用法は？
④住宅取得資金贈与の非課税制度とは何ですか？
⑤贈与税の特例は相続税対策になるのでしょうか？
⑥贈与しても税務署に認められない場合があると聞き
ます。贈与をする時の注意点は？

開催概要　主催：本会　共催：全宅保証埼玉本部　後援：埼玉県、さいたま市　参加無料

※申込方法：本会ＨＰの申込みフォームまたはお電話（０４８－８１１－１８６８）にてお申込みください。

＜浦和会場＞　※定員：２００名
日時：１１月１９日（土）午後１時～午後３時１５分
会場：埼玉県宅建会館３階「研修ホール」
内容：
弁護士を講師に『法務編』として下記内容を解説
①不動産の生前贈与について教えてください。
②生前贈与を受けるには、制限などはあります
か？
③生前贈与を受けるには、どのような手続きが必
要ですか？
④死因贈与と遺言の違いは何ですか？
⑤養子縁組制度の利用について教えてください。
⑥贈与後、気をつけることはありますか？

※本庄市、蕨市、鳩山町、長�町、美里町については県土整備事務所に申請を行います。
※はり紙・はり札の許可について　　�許可基準：大きさ１㎡　以下　�許可手数料：３５０円／１０　枚
お問合せ先　県屋外広告物条例の規定に関することは下記までお問合せください。
　　　　　　TEL．０４８－８３０－５５２８（埼玉県　都市整備部　田園都市づくり課　景観・屋外広告物担当）
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市は市条例が適用されますので、お問合せは
各市窓口にお願いします。（三郷市が平成２８年１０月１日から加わりました。）

塀、フェンス、建物の壁などに
はり紙等を貼ること

分譲物件の内容や案内
矢印等を表示した、は
り紙・はり札を貼り付
けたカラーコーン等を
路上に無許可で設置す
ること

電柱、街灯柱、信号機の柱、道路
標識、街路樹、路上変電塔、ガー
ドレール、石垣、擁壁、郵便ポス
ト、電話ボックスなどに、はり紙・
はり札、広告旗、立て看板を貼り
付けたり、くくり付けること
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　本制度は、宅地建物取引士が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して
提起された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険
金をお支払いする制度です。

わずかな
保険料で
大きな安心!

平成２８年９月２１日（水）～１２月９日（金）
　
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会
員（事業所）に従事している宅地建物取引
士及び従業員
　
年齢制限はありません。
　
申込書類は当協会本部または支部窓口で配
布いたします。加入申込書と※口座振替申
込書に必要事項をご記入・捺印の上、下記
へ持参もしくは郵送にてお申込下さい。
※保険料は、事前にご案内の上、ご指定の口

座より自動引落しさせていただきます。

（毎年２月）

募 集 期 間
　
ご 加 入
資 格 者
　

ご加入年齢

ご 加 入
手 続 き

取扱窓口　　公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会　総務課
（送付先）　　〒３３０－００５５　さいたま市浦和区東高砂町６－１５（埼玉県宅建会館）　Tel．048－811－1820

宅宅地建物取引士賠償責任補償制度
平成２９年度新規加入者募集のお知らせ

※宅地建物取引士賠償責任補償制度のパンフレットについ
ては平成２８年９月の会員直送便でお配りした他、宅建業
者法定研修会の実施会場にご用意しております。必要な
方は本部受付までお尋ね下さい。

平成２９年度平成２９年度　新規ご加入方法平成２９年度　新規ご加入方法

平成２８年度中途加入できます。取扱窓口へ資料をご請求ください。

〒１０２－００７２

〒３３０－０８５４

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
埼玉中央支店法人第一支社

引 受
保 険 会 社

東京都千代田区飯田橋３－７－１２　K・Pビル4F
Tel．03－3234－0699

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８５－２
日本興亜大宮ビル２階
Tel．048－648－6010

取扱代理店 株式会社宅建ブレインズ

　埼玉県内の不動産鑑定士有志でつくる「埼玉評価センター」のご協力により、埼玉県宅建協会会員を対象に下
記条件の宅地建物に対して、不動産調査価格査定書を発行しています。これは、会員が媒介依頼者に対して、「宅
建業法第３４条の２第２項」の媒介契約における宅地建物の価格の根拠を示す際に、不動産鑑定士による価格査定
資料をお役立ていただくものです。
　ご利用になる場合は、物件所在地の埼玉評価センター加盟の不動産鑑定士に対して、「不動産調査価格査定依頼
書」に必要事項をご記入の上、直接お申し込み下さい。
　なお、価格査定書の交付は依頼書提出後１０日前後で受け渡しとなります。金額等詳細につきましては、各不動
産鑑定士までお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産鑑定士による「不動産調査価格査定」のご案内

評価対象となる宅地建物について

ａ．土地面積が３００㎡以下の住宅用の更地
ｂ．土地面積が３００㎡以下の自用の建物及びその敷地（中古戸建住宅）
ｃ．床面積が１００㎡以下のマンションの一室の区分所有権（中古マンション）
ｄ．評価額は８,０００万円以下

ご利用に際して
「埼玉評価センター」に加盟する鑑定士名簿および「不動産調査価格査定依頼書」については、本会ホームページ

に掲載されておりますのでご参照ください。（閲覧には会員専用ＩＤ・パスワードが必要です）
本会ホームページ　≫　会員専用コンテンツ　≫　業務支援ツール　≫　不動産調査価格査定

～価格査定資料に～



～２０２５年に目指す理想の姿と取り組み～
ハトマークグループ・埼玉県宅建協会版ビジョン

　本会は2017年に創立50周年を迎えます。本会は創設理念
「会員の資質向上による業界発展、地域社会への貢献、消費
者保護」を常に取り組んでまいりました。
　この度、会員企業の更なる発展を目指すとともに協会のあ
るべき姿を再認識する為、10年先を見据えた「ビジョン」
を策定させていただきました。不動産業は信頼産業であり、
地域密着型産業です。「地域とともに歩む力」という会員の
本来的な強みを活かす「地域密着戦略」の取り組みを開始し
ます。会員の皆様にはご理解とご協力を賜りますとともに、
会員研修会への参加、不動産キャリアパーソンの取得、専門
的知識の研鑽、法令遵守など、本会事業への積極的なご参加
をよろしくお願い申し上げます。

　低成長の日本経済の中、我々は取引の専門性向上、事業継承問題をはじめとする内的要因、ＩＴ化や大手の業務
シェア拡大をはじめとする外的要因を起因とする経営課題を多く抱えています。このような時代だからこそビジョ
ンを描き、具体的行動指針を示し、“生活者・会員・行政” 三者の「Win-Win構築」を実現する必要があります。

•協会は専門性高まる不動産取引を最前線で実践する会員の皆様
のスキルアップサポートを実施し続けます。
•協会は精度を高めた公益事業を実施するとともに、行政との有
機的な繋がりを持つことで、会員企業の更なる信用、信頼の向
上、同時にビジネスチャンス創出を実現します。
•協会に関わる「ひとりひとり」がビジョンを理解し行動する必
要があります。マイナス要因を積極的に解消するだけでなく、
精度を高める事業を明確化し会員、生活者、行政（地域）の更
なる発展を実現します。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会　会長　内山　俊夫

■ なぜ今？

■ 何のために？

★ 不動産キャリアパーソンなど人材育成事業推進
★ 県・市・町との不動産無料相談所 連携強化
★ 法令遵守指導による会員コンプライアンス意識向上
★ 行政と連携し空き家バンク推進と
　 　　　　　　　　住宅確保要配慮者の居住安定支援
★ ＩＴスキル向上支援とワンストップ営業力強化支援
★ 埼玉宅建協同組合による会員支援サービス充実と収益拡大

身近な専門的パートナーとして価値ある地域社会と豊かなくらしの創造のために

安心・安全
な取引

会員の
ビジネス
チャンス増

平成28・29年度の取り組み
ビジョン元年のスローガンは「クリーン！ ビジョン！ アクション！」
今年度の重点項目

「ハトマークグループ・埼玉県宅建協会版ビジョン」策定の意図

次ページ「ハトマークグループ・埼玉県宅建協会版ビジョン」の分かりやすい図解をご覧ください。

！ アクション！」

長期（2022～2025）
プロパティマネージャー系
レベルアップ

長期（2022～2025）
プロパティマネージャー系
レベルアップ

長期（2022～2025）
プロパティマネージャー系
レベルアップ

中期（2019～2021）
資産コンサル系
レベルアップ

中期（2019～2021）
資産コンサル系
レベルアップ

中期（2019～2021）
資産コンサル系
レベルアップ

短期（2016～2018）
宅建業務・ネット系レベルアップ
短期（2016～2018）
宅建業務・ネット系レベルアップ
短期（2016～2018）
宅建業務・ネット系レベルアップ

生活者のために
不動産無料相談・
法令遵守指導など

行政と連携して
空き家対策、高齢者・
被災者の居住安定など

会員のために
業務支援サービス
の提供
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『老朽化した空調設備が、売買において
予定されていた品質・性能を欠いていた』
ということはできないとされた事例

最近の判例から

老朽化した設備

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 発行　「RETIO」No.99より抜粋

（写真はイメージです）
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めて提訴した。

①空調設備は、業務用エアコンの一般的な耐用年数

である１５年の２倍近い年数を経ている上、製造者

は既に廃業しており、主要部品は製造されていな

いため、故障した場合は修理不能であり、これを

新規の施設に交換するには総額１,８５０万円の費用

を要する。

②現在、空調設備は一応作動するものの、異常に電

力を消費し、冷房効率も芳しくない。

③Ｘは、重要事項説明において、空調設備について

は何らの説明も受けておらず、内見の際にも、屋

上に案内されることもなく、空調設備が上記のよ

うなものであることを知らなかった。

④以上によれば、本件各建物には民法５７０条にいう

隠れた瑕疵があるというべきで、Ｙ１は、本件各

建物を長年にわたり使用していたので、空調設備

の瑕疵について悪意であることは明らかであるか

ら、瑕疵担保責任免除特約に基づく免責は認めら

れない。

⑤Ｙ２は、Ｘに対し、重要事項説明において空調設

備の瑕疵について説明すべき義務を負っていたに

もかかわらず、故意又は過失によりその説明を怠

った。したがって、Ｙ２は、不法行為に基づき、

Ｘの被った損害を賠償する責任を負う。

⑥Ｘは、空調設備取替え費用１,８５０万円、３階の賃借

申込み撤回による逸失利益６００万円（月額１００万円

の半年分）の合計２,４５０万円の損害を被った。

　なお、本件訴訟提起後の同年３月１日、Ｘは、Ｘ

の依頼に基づき売買の仲介を行った宅地建物取引業

�

　平成２４年５月１５日、Ｘ（原告）は、Ｙ１（被告）

から、各階を専有部分とする区分所有建物（昭和５７

年６月築、鉄筋鉄骨コンクリート造、地下１階付地

上１０階建）の２階（２１３.５５㎡）及び３階（２０８.９４㎡）

の２つのフロアー（以下「本件各建物」という。）を

瑕疵担保の責任を負わない旨を条件に９,０００万円で

購入し、６月１５日に引渡を受けた。なお、本件各建

物の空調は、それぞれ建物屋上に設置された水冷式

空調設備（以下「空調設備」という。）により行われ

ていた。

　本件売買において、宅地建物取引業者Ｙ２（被告）

は、Ｙ１との媒介契約に基づいて仲介業務を行っ

た。

　Ｘは、本件各建物を強い冷房能力が必要なＰＣカ

フェとしてテナントに賃貸することを想定していた

ため、売買に先立ち行われた本件各建物の内見の

際、既存の空調設備に加え、個別の空調機の室外機

のベランダ設置が可能かどうかについて同行者に尋

ねるなどしたが、屋上を見分することはなかった。

　同年９月６日、３階部分が空室であったにもかか

わらず電力を消費していたため、電力会社が漏電調

査を実施したところ、漏電はないものの空調設備の

室外機の待機電力によるものであることが判明し

た。

　平成２５年２月１３日、Ｘは、次のように主張して、

Ｙ１及びＹ２に対して２,４５０万円の損害の賠償を求

 １　事案の概要



　各階を区分所有建物とする建物の一部の階の買主が、専有部分の空調設備は老朽化し、修繕

不能であったために損害を被ったとして、売主に対しては瑕疵担保責任に基づき、売却仲介を

した業者に対しては不法行為責任に基づき、損害賠償金の支払を求めた事案において、設備の

老朽化は、売買において予定されていた品質・性能を欠いていたということはできず、また、仲

介業者が調査、説明すべき義務を負っていたとはいえないとして、買主の請求を棄却した事例

（東京地裁　平成26年５月23日判決　棄却　控訴棄却　ウエストロー・ジャパン）

（写真はイメージです）（写真はイメージです）（写真はイメージです）
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定されていた品質・性能を欠いていたというこ

とはできず、民法５７０条にいう瑕疵があるとい

うことはできない。

（５）　宅地建物取引業者は、通常の注意をもって取

引物件の現状を目視により観察しその範囲で買

主に説明すれば足り、これを超えた取引物件の

品質、性状等についてまで調査、説明すべき義

務を当然には負わないというべきであるとこ

ろ、空調設備について経年劣化に伴う問題点が

あることは、Ｘにおいて容易に想定し得たとい

うべきであるから、Ｙ２が調査、説明すべき義

務を負っていたとはいえない。

�

　本判決は、中古建物の設備機器について、経年劣

化により新品時の効率は期待できないこと、また、

近い将来正常に作動しなくなったときには交換を余

儀なくされることは容易に想定されるとして、その

ことが瑕疵であるとはいえないと判示した中古建物

の売買時の瑕疵に関する考え方の参考となる重要な

判例である。

　不動産業者には、中古建物の売買・媒介の際、紛

争の未然防止のため、買主に対し、付属設備も経年

劣化していること並びに交換部品が調達できなくな

ることがあることを告げておくことが求められる。

 ３　まとめ

者Ａ（訴外）との間で、Ａには、空調設備の隠れた

瑕疵についての調査、報告義務を怠るなどの不適切

な対応があったとした和解書を取り交わし、和解金

として１００万円の支払を受けた。また、Ｘは、同年８

月２０日の時点において、空調システムの管理会社に

よる報告を受け、３階の空調の強制運転を断念し

た。

�

　裁判所は次のように判示して、Ｘの請求を棄却し

た。　

（１）　空調設備は、業務用エアコンの法定耐用年数

である１５年を大幅に超える約３０年を経過し、運

転状況に特段の問題はないものの、老朽化が進

んでおり、経年劣化により消費電力が増加し、

また、新品時のような冷暖房効率は発揮できな

い上、近い将来正常に作動しなくなり、修理が

必要となった場合には、空調設備の交換を余儀

なくされるおそれがあるといえる。

（２）　本件各建物のように、新築から長期間が経過

したテナントビルの売買においては、これに付

帯する空調設備も相応の経年劣化があり、上記

のような問題点が存することは、容易に想定し

得るものである。

（３）　建物内見時の事実からは、Ｙ１が、Ｘに対し、

本件各建物の空調設備について一定の品質・性

能を保証したような事情を認めるに足りない。

（４）　以上によれば、本件各建物が売買において予

 ２　判決の要旨
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売買契約書の一般的な項目とポイント

（５）付帯設備等の引き継ぎ

　特に、中古住宅の場合は、室内の照明やエアコンなど
の設備、敷地内の庭木や庭石などの引き継ぎについて明
確にしておく必要があります。このような付帯設備等の
引き継ぎをめぐるトラブルは意外と多く発生しますの
で、契約前に、何を引き継いで、何を撤去するのかを買
い主との間で十分に調整する必要があります。また、引
き継ぐ設備等が故障していないかなど、その状態も事前
に確認しましょう。契約に当たっては、付帯設備等の一
覧表を用いて一つ一つ確認することが多いようです。
（このとき用いる一覧表は「物件告知書」「物件状況確認
書」などといわれています。）

（６）負担の消除

　売却物件を完全な所有権で引き渡せるかを確認しま

す。例えば、抵当権や賃借権など、所有権の完全な行使
を阻害するような権利は、売り主の責任によって除かれ
た状態で引き渡します。このような権利の整理ができな
い場合には予定通り引き渡せない場合がありますので注
意が必要です。
　なお、投資用物件の売買では、テナントとの賃貸借契
約に限って、買い主に引き継ぎます。この場合は引き継
ぐ権利と引き継がない権利を明確にする必要がありま
す。

（７）公租公課等の精算

　不動産売買契約では、固定資産税や都市計画税といっ
た公租公課を売り主と買い主の間で精算することが一般
的です。その他、管理費などの費用を精算することもあ
ります。精算は引き渡しの日を基準に、日割りで行われ
ることが多いようです。

　本会は、消費者の皆様に安心して不動産取引を行ってい

ただくことを目的として、不動産の無料相談所を開設して

います。不動産取引に関して、お困りごとや悩み事がござ

いましたら、左記の「不動産無料相談所」へご連絡くださ

い。本会が委嘱した相談員がご相談に応じます。お気軽に

ご相談ください。

毎週開催

埼玉県宅建会館２階
（さいたま市浦和区東高砂町６－１５）

会場

家や土地に関して知りたいこと、困ったこと、
トラブルなど不動産取引に関することなら

（公社）埼玉県宅建協会HP

（年末年始・祝日 休）

午前　１０　時　～　午後　３　時　
（昼休み　正午～午後１時）

来所または電話

をご利用ください

※予約はおこなっておりません。

TEL：048－811－1818

借りるとき 貸すとき

買うとき 売るとき

水 金月 曜日

埼玉宅建　相談 検 索

不動産基礎知識不動産基礎知識 消費者
誌上セミナー
消費者
誌上セミナー

　売買契約書で確認すべき一般的な１３個のポイント（７月号参照）を説明します。前回に引き続き、（５）～
（７）について見ていきます。

宅地建
物取引

士

による

不 動 産 無 料 相 談 所

売るときに知っておきたいこと

売買契約を結ぶ「売買契約のチェックポイント」

不動産ジャパン　ホームページより転載

不動産ジャパン　基礎知識 検 索
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弁護士による不動産法律相談会　利用上の注意事項等
①相談内容は、不動産取引の法律的な諸問題に限り、一般消費者
及び本会会員が無料で利用できます。相談時間３０分において弁
護士が面接し、助言や回答を行います。相談中の録音撮影を一
切禁じます。

②予約申し込みは、相談日の１ヶ月前から受付し、次回以降の予
約は１ヶ月間お受けできません。予約をキャンセルする場合
は、必ず相談日前日の午後３時までにお電話でご連絡くださ
い。連絡なしにキャンセルされた方は、相談されたものとみな
し、次回以降の予約は３ヶ月間お受けできません。

③訴訟中及び調停中、法令・公序良俗に反するもの、宅地建物取
引業法第６４条の５第１項の規定に基づく苦情を申し出た相談・

同法第６４条の８第２項の規定に基づく認証を申し出た相談につ
いては、予約申し込みを受け付けません。また相談にも回答で
きません。
④交通機関の不通、本会及び弁護士のやむを得ない事情等により
中止する場合があります。また理由の如何を問わず、予約した
時間内で相談対応を終了とさせていただきます。

免責事項
　　回答の利用等については、相談者の自己責任においてご利用
下さい。利用によって相談者又は第三者に生じたいかなる損害
についても、相談者がその全ての責任を負うものとします。

◆会　　場：埼玉県宅建会館
◆費　　用：無料（相談時間は各自３０分間です）
◆開催時間：午前１０時から午後３時まで

（正午～午後１時を除く）

　宅建協会では弁護士による不動産法律相談会
を無料で開催しています。なお、大変混み合う
ことが予想されますので、誠に勝手ながら全日
程とも予約制とさせて頂きます。予約等の詳細
は右記へ直接ご連絡下さい。

弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ弁護士による不動産法律相談会開催のお知らせ

お問い合わせは
保証業務課まで

TEL：048－811－1868

今回のテーマ『物件の内容・取引条件等に係る表示基準③』

広告物等のご質問は、公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会（TEL.　０３－３２６１－３８１１）まで

不動産広告相談・違反事例不動産広告相談・違反事例
公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会　ホームページより抜粋

法律ワンポイント法律ワンポイント

中古マンションで専有部分の壁心面積やバルコニーの正確な面積が分からない場合の

表示方法は？Ｑ

平成２８年

／１1 木１0

／22１1 火

Ａ
といったクレームを招かないよう、端数を切り捨て

るなど「バルコニー面積／約１０㎡」等と表示すれば

よいでしょう。

　マンションの専有面積は、床面積（建

物の各階又はその一部で壁その他の区画

の中心線で囲まれた部分の水平投影面積

＝壁心面積）を表示するのが原則ですが、中古マン

ションについては、いわゆる内法面積（登記簿に記

載された面積）をその旨を明らかにして表示するこ

ともできます。

　従って、お尋ねの場合は、「専有面積／○○㎡（登

記面積）」と表示してください。

　また、バルコニーの面積は登記されていませんか

ら、現地で計測し、そのおおむねの面積が、例えば

１０.４㎡である場合には、後々、実測よりも狭いなど
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広がれ、「カモン！」の輪

私の宝私の宝私の宝
会員交流のページ 

　少人数でもできることや、天候にも左右されない
ことも後押しして、１回やってみようか、というこ
とになりました。「なんだか弱そうなスポーツだな
あ」と、最初は思っていました。
　ところが、全然そんなことはない、なかなかのハ
ードワーク。そして楽しい！ルールも簡単で、予想
以上にラリーも続きます。「カモン！」「よっしゃ！」
「まだまだ！」「これ決めるぞ！」といった声が、よ
く響きます。
　あっという間に時間も経ち、みんな良い汗をかい
て、みんな良い表情になっています。
　こうして宅建ファイターズは「鴨んバレー」に親
しむようになり、いつの間にかめきめき上達してし
まいました。

� 　広がれ「カモン！」の輪

　１つ残念なことがあって、それは対戦相手がいな
いことです（笑）。自分たちがどのくらい強いのか、
まだわかりません。
　ということで、他支部の会員のみなさん！「鴨ん
バレー」、これから始めてみませんか？そして我々
と交流戦をしませんか？というか、してください！
「カモン！」の輪、広げていきましょう！

� 　深谷発祥！「 鴨 んバレー」
かも

　突然ですが、「ふっかちゃん」という“ゆるキャラ”
をご存知ですか？昨年のゆるキャラ�グランプリで
は見事「第３位」に輝いた、深谷市の公式イメージ
キャラクターです。
　そんなふっかちゃんを生み出した深谷市。とある
スポーツまでも生み出していました。それは、「 鴨 

かも

んバレー」というスポーツです。
　ルールは、とっても簡単です。基本的にはバレー
ボールに則ります。使用するボールは「ソフトバレ
ーボール」です。柔らかくて大きくて、ぶつかって
も痛くないので、老若男女、どなたでも一緒に楽し
めます。サーブを受けるとき、「カモン！！」と声を出
すことがルールになっていますが、それもマイナー
スポーツならではの楽しさです。

� 　地域の同業者が集い　めきめき上達

　私が「鴨んバレー」をするようになったのは、今
から３年ほど前です。
　「スポーツを通して、
業者間の交流を深め、
健康増進を図る」とい
う目的で、地域の同業
者が集い「宅建ファイ
ターズ」というソフト
ボールのチームを作っ
ていたのですが、当時
の監督が「鴨んバレー」
をやってみないか、と
提案してくれたので
す。

後列中央が筆者

有限会社サカイ・エージェンシー

埼玉北支部
今回は、

酒井　毅 さんの投稿です
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埼玉宅建
青 年

レ ディ ス
・ スススススススススススススススススススススススススススススススススス

会費未納の会員の方へ

平成２８年度　会費納付のお願い
会費納付督促書を送付しております。支部の定める方法により、至急、会費の納付をお願いします。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会 年会費 ５７,６００円
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会 年会費 ６,０００円

お問合せ先　０４８－８１１－１８６８（保証業務課）

各支部における青年部会・レディス部会の活動を紹介します。

川口支部

平成２８年

８月の 
活動紹介

◆秩父支部
■青年部・レディース部会

廃棄物不法投棄監視パトロール活動内容
８月８日（月）開 催 日
青年部員２人一組で自動車による廃棄物不法投棄パ
トロールを実施。（実施区域：志賀坂峠方面）

開催内容

◆埼玉北支部
■青年部

空き家の利活用相談活動内容
随時開 催 日
深谷市との協定に基づき「深谷市空き家活用相談」
申込の都度継続して活動。

開催内容

◆川口支部
■青年部

①西川口安心安全パトロール
②不動産フェア

活動内容

①８月５日（金）
②８月６日（土）・７（日）

開 催 日

①警察・地域ボランティアの方と西川口駅周辺にて
防犯パトロールを実施。
②「たたら祭り」にて、不動産無料相談会やハトマー
クサイトＰＲ（ノベルティ配布・うちわ・風船）、
不動産無料相談日程や宅建オープンセミナーの周
知チラシを配布。

開催内容

◆さいたま浦和支部
■青年部

防犯パトロール活動内容
①８月９日（火）
②８月２６日（金）

開 催 日

①与野駅東口周辺にて実施。
②支部事務局周辺にて実施。

開催内容

◆大宮支部
■青年部会

防犯パトロール活動内容
８月１８日（木）開 催 日
北大宮・大宮公園周辺にて実施。終了後、勉強会開
催。

開催内容

◆埼玉東支部
■青年部・レディス部

①青年部・レディス部「研修会打合せ会」
②青年部・レディス部「研修会」・「懇親会」

活動内容

①８月９日（火）、②８月２３日（火）開 催 日
①支部事務所にて開催。
②草加市アコスにて開催。
　演題：「評価が上がる！土地のブランド化」～地
盤診断と地盤保証
・最先端の地盤改
良について～／講
師：ハイアス・ア
ンド・カンパニー
㈱　嶋田様／富士
貴建装㈱　林様

開催内容

○上記会費は主たる事務所（正会員）の年会費、従たる事務所（準会員）については１ヶ所につき
同額の年会費となります。

○４月１日に所属する会員は６月末日までに年会費を全額納付しなければなりません。
○年会費のため期中退会・支店閉鎖の場合でも年会費全額の納付が必要です。
○保証協会会費未納のまま退会された場合は弁済業務保証金分担金から控除されます。
○会費の支払いを１年以上しなかったときは定款の規定により会員資格喪失となります。

ご　
注　
意
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　９月の新入会員・退会会員 （平成２８年９月３０日現在）
会 員 数 ５,２２６

　宅建協会　お問い合わせ先

重説・契約書の記載方法に関するご質問など（全宅保証埼玉本部） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1868
不動産取引に関するご相談・ご質問など
（無料相談所：毎週月・水・金曜日　１０時～１２時・１３時～１５時　※祝日休） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1818

埼玉県内にある１６支部でも行政などと連携して役所や公営施設などで不動産無料相談を行っています。

開催日時や場所などの詳細は皆様のお住まいの地域の宅建協会支部事務局までお問い合わせ下さい。

　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会　１６支部事務局一覧

川口支部　川口市並木２－２４－２１ ０４８－２５５－７７１１

南彩支部　戸田市上戸田１－１４－１０ ０４８－２２９－４６３０

さいたま浦和支部　さいたま市浦和区常盤６－２－１ ０４８－８３４－６７１１

大宮支部　さいたま市大宮区仲町１－１０４ 大宮仲町AKビル９F ０４８－６４３－５０５１

彩央支部　上尾市二ツ宮７５０上尾商工会館内２F ０４８－７７８－３０３０

埼玉北支部　熊谷市籠原南３－１８７ ０４８－５３３－８９３３

本庄支部　本庄市朝日町３－１－１９ ０４９５－２４－６５０６

埼玉東支部　草加市稲荷３－１８－２ ０４８－９３２－６７６７

越谷支部　越谷市越ヶ谷２－８－２３ ０４８－９６４－７６１１

埼葛支部　南埼玉郡宮代町笠原２－２－７ ノアコーポ２F ０４８０－３１－１１５７

北埼支部　羽生市中岩瀬１０５９－２ ０４８－５６２－５９００

県南支部　朝霞市本町１－２－２６ WJ・A－１ビル２F ０４８－４６８－１７１７

埼玉西部支部　川越市脇田本町１４－２０ 遠藤ビル３F ０４９－２６５－６３９０

所沢支部　所沢市元町２８－１７ 元町郵便局２F ０４－２９２４－６５９９

彩西支部　狭山市根岸１－１－１ ０４－２９６９－６０６０

秩父支部　秩父市上宮地町１０－８ ０４９４－２４－１７７４

代表者免許番号商　号・名　称入会日支　部

増古　大輔（１）２３２８７㈱彩企９/９さいたま
浦　　和 齋藤　敬子（１）２３２９４㈱藤不動産９/３０

山岸　俊和（４）１８７８４㈱ヤマギシライフコーポレーション　日進店
９/２大　宮

有馬　久喜大臣（１）９０４２㈱ユーミープロパティ　大宮店

小澤　和也（１）２３２８８㈱エステート企画
９/２３彩　央

多田　常夫（１）２３２９０㈱多田ハウジング

前田　和�（１）２３２８１㈱アキュラホーム埼玉中央９/２越　谷

鈴木　雄二大臣（１）９００９㈱リブランマインド　志木店９/２県　南

佐藤　　純（１）２３２８２㈱アキュラホーム埼玉西９/２
埼　玉
西　部 田村健太郎（１）２３２８５田村ハウジング９/１６

矢島　高明（１）２３２９１㈱ジャストホーム９/２３

代表者免許番号商　号・名　称入会日支　部

堀越　宏一大臣（１）８８２８㈱松堀不動産　入間店９/９

彩　西
隈江　健一（１）２２５４４ベアライズ㈱　武蔵藤沢支店

９/１６ 関根　　哲（１）２２６２６㈱圏央エステート　入間店

小峯　博道（１）２３２９２㈱ケイエステート

９月期新入会員一覧　総数１５会員　※敬称略

代表者免許番号商　号・名　称退会日支　部

和田　悌司（４）１８８７６㈲和田住建
９/２７川　口

矢口　秀男（１）２２６１９矢口建設㈱

山本眞理子大臣（１０）２５２９㈱エンゼル産業支店　川口支店９/１５南　彩

守屋　　覺（１５）１８７守屋不動産９/１２

大　宮

小野田君子（４）１７９０８㈲オーアイ企画
９/１６

玉井　茂雄大臣（１）８１５０㈱アビリティ　埼玉営業所

穗積　邦和（１）２２４５５㈱ＳＯＩＬ９/２１

木村　光貴大臣（２）８０４２㈱ユーミーネット　ユーミーらいふ大宮店９/２７

前田　　博（１２）４３１０朝日開発㈱９/２９

大谷　裕之（４）１７８７９㈲ダイセン９/１２埼玉北

臼倉　里江（４）１８５８６㈲アークスホーム９/２３埼玉東

代表者免許番号商　号・名　称退会日支　部

小林　健一（６）１６２２４㈲西部住宅９/３０埼玉東

西出　友孝（７）１４８８０マルヤ住宅販売㈱９/２１
埼　葛

関根　一子（１４）１３３０馬込不動産９/２９

中里　且也（２）２１５７７㈲中里建設９/３０県　南

樫原　力也大臣（１）８８３４㈱タカオエステート　川越店９/２６
埼　玉
西　部 鈴木　義一（１４）１６６５スズキ不動産

９/２７
武川　敏晴（１）２２１９７㈱大山不動産

森下　重忠（１２）４１８１都土地９/２９所　沢

中村八十二（６）１６２５７㈱日興ハウジング　入曽店９/１３彩　西

豊田　　有（１２）５２４９㈱トヨダ９/１３秩　父

９月期退会会員一覧 総数２１会員　※敬称略

埼玉県宅建協会（代表） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1820
宅建協会へのご入会に関するお手続など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1820
宅地建物取引士に関するお手続など ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1830
レインズ・ハトマークサイト埼玉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 048－811－1840

代表者免許番号商　号・名　称免許換え日支　部

増田　浩一（４）１９１９９
→大臣（１）９０１５アペックスホームズ㈱９/９埼　葛

９月期免許換え会員一覧　総数１会員　※敬称略



秩父支部

　「わが街自慢」をテーマに、県内各地域のお祭り、イベント、Ｂ級グルメなど、“わが街”
の“自慢”をお届けします。地域の魅力を存分にお楽しみください。
　今号は、「秩父支部」（秩父市、皆野町、小鹿野町、長�町、横瀬町、東秩父村）をご紹
介します。

　秩父市と横瀬町の境界に位置する

「武甲山」は秩父地方を象徴する霊峰

です。その山ふところの横瀬町寺坂に

ある「寺坂棚田」は、埼玉県内最大級

の棚田と言われながら、農業従事者の

高齢化や後継者不足などにより、大部

分が耕作放棄地となって荒れ果ててい

ました。しかし、平成１３年から地元農

表 紙 の 写 真

　秩父の新そばの味をお楽しみいただける「ちちぶ荒川新そばまつり」をそば処「ちちぶ花見の里」において、１１月
２０日（日）に開催します。このそばまつりは、１０月下旬に収穫された新そばを、紅葉の山々をバックに味わっていただ
くというイベントです。当日はざる蕎麦を１枚５００円で提供する他、お楽しみ抽選会、小昼飯（こぢゅうはん）などの
地元料理や特産品販売、郷土芸能＆アトラクションとして秩父屋台囃子等のイベントも予定されています。
 （秩父市HPより抜粋）

イベント情報

家が中心となって、地域資源である棚田を長期的に保存・活用しようと団体を組織

し、都市住民の稲作体験や農地オーナー制度等を始めとした様々な事業を行い、棚

田の再生に努めています。 （横瀬町HPより引用）

「ちちぶ荒川新そばまつり」

支部長ご挨拶 秩父支部　支部長　松�　久雄

編集委員 委員長　　　　　　松�　久雄（秩父支部）
副委員長　　　　　井草　正司（埼葛支部）
委員　　　　　　　加賀�彰人（さいたま浦和支部）
委員　　　　　　　大和田　武（大宮支部）
委員　　　　　　　野村　数夫（埼玉北支部）

委員　　　　　　　新居　榮一（本庄支部）
委員　　　　　　　内野　雅光（埼玉西部支部）
担当副会長　　　　滝沢　豊広（川口支部）
専務理事　　　　　飯田　成寿（越谷支部）
担当副専務理事　　奥山　　寛（埼玉西部支部）

　会員の皆様には、日頃より「宅建ニュース」をご愛読い
ただきありがとうございます。今年度より、専務理事を務
めさせていただきます飯田と申します。会員の皆様のお役
に立てるよう精一杯活動してまいりますのでよろしくお願

い申し上げます。さて、今月号に掲載させていただきまし
た通り、埼玉宅建協会版ビジョンの実現に向けて様々な取
り組みを行ってまいります。会員の皆様には、本協会の進
む方向性についてご理解いただくとともにお力添え賜りま
すようどうぞよろしくお願い申し上げます。

専務理事　飯田　成寿（越谷支部）

編 編 編 集 集 集 後 後 後 記 記 記 

音として古くから知られております。
　池袋から７８分と都心からのアクセスもよく、現在、西
武鉄道が西武秩父駅に複合型温泉施設を来春完成に向け
建設中で、今後も観光スポットとなりそうです。
　秩父支部は広域ではありますが、会員数８４社と埼玉県
下で一番少ない支部です。ただ、会員が少ないからこそ
纏まりもあり、地域に密着しながら行政ともタイアップ
を図り、空き家バンク等々の連携をしながら運営して行
ければと思っております。支部事務所も新たになり、秩
父にお出かけの際はお立ち寄りいただければと思いま
す。今後とも秩父支部を宜しくお願い致します。

　こんにちは。秩父支部長２期と
なりました、松�と申します。
　私たちの秩父支部は、人口約１０
万人弱の１市４町で構成されてお
ります。多くの山々の緑に囲まれ
る盆地にあり、清流と四季折々の
草花が豊かに咲き誇る恵まれた自

然環境にあります。祭りが多く、年間を通し祭りのない
月はないほどで、中でも秩父夜祭は日本三大曳山祭りの
一つとして知られております。他にも吉田町の龍勢祭
り、小鹿野町の鉄砲祭りなど数え上げればきりがありま
せん。また秩父札所巡りも西国・坂東と合わせ日本百観

武甲山を望む横瀬棚田



13：00～16：45
（予定）

開催内容・申込方法

宅建業
　開業支援セミナー
宅建業
　開業支援セミナー

参加無料11
10
平成２８年

木

※宅建協会の入会手続きについても
　併せてご説明を行います。

『埼玉県宅建協会ホームページ』の申込フォーム、
または、お電話･ＦＡＸからお申込みください。

第14 回
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公　　益
社団法人埼玉県宅地建物取引業協会主催：

後援： Tel：048-811-1820

■お問い合わせ先
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 事務局

日時 ： 平成28年 11月10日（木） 
　　　13時00分～16時45分（予定）
場所：埼玉県宅建会館３階 研修ホール
　　　（さいたま市浦和区東高砂町6-15）
　　　【アクセス】JR京浜東北線/宇都宮線/高崎線/
　　　　　　　　湘南新宿ライン「浦和駅」東口より
　　　　　　　　徒歩約5分
演題：①不動産業界の現況及び不動産業の魅力について
　　　②創業に向けての準備について
　　　③若手経営者が語る開業体験談
　　　④ベテラン経営者が語る業界体験談
　　　⑤免許申請書の記入方法について
講師：①㈲プランサービス
　　　　　代表取締役/ＦＰ 本鳥 有良 先生
　　　②日本政策金融公庫創業支援センター 担当者
　　　③（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 会員
　　　④（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 役員
　　　⑤埼玉県庁（都市整備部建築安全課） 担当官
対象：宅建業の開業をお考えの方、
　　　宅建業に興味関心のある方
費用：参加無料

発行日　平成２８年１０月２０日　　発行人　内山　俊夫　　編集人　松�　久雄

公益社団法人　埼 玉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部

〒３３０－００５５　埼玉県さいたま市浦和区東高砂町６－１５　宅建会館
TEL　０４８－８１１－１８２０　 　FAX　０４８－８１１－１８２１


