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宅建協会の
仕事や役割を
ご案内します



　公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は、昭和42年に埼玉県知事の認可を受けて設立され、以

来、宅建業者の力強いビジネスパートナーとして、一般消費者の心強い「住」パートナーとして、消

費生活の安定・向上、宅地建物取引業の健全な発達に努めて参りました。平成24年には、その事業

活動の公益性が認められ社団法人から公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会として新たな一歩を踏

み出しました。 

　現在、県内の宅建業者の約8割が本会に加入しており目印はシンボルマークでもあるハトマーク

のステッカーが貼ってあるお店です。 

　ハトマークは、私たちが目指していくべき姿の象徴です。2羽の

鳩は（会員とユーザーの）信頼と繁栄を意味し、使用されている色

については、赤色は「太陽」を「緑色」は大地を、そして「白色」

は「取引の公正」を表しています。 

　また、REAL（不動産の、本当の）PARTNER（仲間、協力しあう）

は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり「信頼の絆」がはぐ

くまれるようにとの願いをシンボルマークにこめたものです。 

　さて、この資料は会員の皆様はもちろんのこと、開業をお考えの

方や一般消費者の方にも事業内容などについてご理解いただきたい

との目的で作成されたものです。本書をご熟読いただき公益社団法

人埼玉県宅地建物取引業協会について理解を深めていただければ幸

いです。 

はじめに 

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 

法 令 遵 守 委 員 会  

■埼玉県庁・市区町村役場

市区町村 TEL（代表） 市区町村 TEL（代表） 市区町村 TEL（代表）

埼玉県庁 ０４８－８２４－２１１１ 深谷市 ０４８－５７１－１２１１ 伊奈町 ０４８－７２１－２１１１

さいたま市西区 ０４８－６２２－１１１１ 上尾市 ０４８－７７５－５１１１ 三芳町 ０４９－２５８－００１９

さいたま市北区 ０４８－６５３－１１１１ 草加市 ０４８－９２２－０１５１ 毛呂山町 ０４９－２９５－２１１２

さいたま市大宮区 ０４８－６５７－０１１１ 越谷市 ０４８－９６４－２１１１ 越生町 ０４９－２９２－３１２１

さいたま市見沼区 ０４８－６８７－１１１１ 蕨市 ０４８－４３２－３２００ 滑川町 ０４９３－５６－２２１１

さいたま市中央区 ０４８－８５６－１１１１ 戸田市 ０４８－４４１－１８００ 嵐山町 ０４９３－６２－２１５０

さいたま市桜区 ０４８－８５８－１１１１ 入間市 ０４－２９６４－１１１１ 小川町 ０４９３－７２－１２２１

さいたま市浦和区 ０４８－８２５－１１１１ 朝霞市 ０４８－４６３－１１１１ 川島町 ０４９－２９７－１８１１

さいたま市南区 ０４８－８３８－１１１１ 志木市 ０４８－４７３－１１１１ 吉見町 ０４９３－５４－１５１１

さいたま市緑区 ０４８－８７４－１１１１ 和光市 ０４８－４６４－１１１１ 鳩山町 ０４９－２９６－１２１１

さいたま市岩槻区 ０４８－７９０－０１１１ 新座市 ０４８－４７７－１１１１ ときがわ町 ０４９３－６５－１５２１

川越市 ０４９－２２４－８８１１ 桶川市 ０４８－７８６－３２１１ 横瀬町 ０４９４－２５－０１１１

熊谷市 ０４８－５２４－１１１１ 久喜市 ０４８０－２２－１１１１ 皆野町 ０４９４－６２－１２３０

川口市 ０４８－２５８－１１１０ 北本市 ０４８－５９１－１１１１ 長�町 ０４９４－６６－３１１１

行田市 ０４８－５５６－１１１１ 八潮市 ０４８－９９６－２１１１ 小鹿野町 ０４９４－７５－１２２１

秩父市 ０４９４－２２－２２１１ 富士見市 ０４９－２５１－２７１１ 東秩父村 ０４９３－８２－１２２１

所沢市 ０４－２９９８－１１１１ 三郷市 ０４８－９５３－１１１１ 美里町 ０４９５－７６－１１１１

飯能市 ０４２－９７３－２１１１ 蓮田市 ０４８－７６８－３１１１ 神川町 ０４９５－７７－２１１１

加須市 ０４８０－６２－１１１１ 坂戸市 ０４９－２８３－１３３１ 上里町 ０４９５－３５－１２２１

本庄市 ０４９５－２５－１１１１ 幸手市 ０４８０－４３－１１１１ 寄居町 ０４８－５８１－２１２１

東松山市 ０４９３－２３－２２２１ 鶴ヶ島市 ０４９－２７１－１１１１ 宮代町 ０４８０－３４－１１１１

春日部市 ０４８－７３６－１１１１ 日高市 ０４２－９８９－２１１１ 杉戸町 ０４８０－３３－１１１１

狭山市 ０４－２９５３－１１１１ 吉川市 ０４８－９８２－５１１１ 松伏町 ０４８－９９１－２７１１

羽生市 ０４８－５６１－１１２１ 白岡市 ０４８０－９２－１１１１

鴻巣市 ０４８－５４１－１３２１ ふじみ野市 ０４９－２６１－２６１１

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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北海道・東北・甲信越　地区 
北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・ 
新潟・長野・山梨 

関東　地区 
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 

中部　地区 
富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重 

近畿　地区 
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 

中国・四国　地区 
鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・ 
香川・愛媛・高知 

九州　地区 
福岡・佐賀・長崎・熊本・ 
大分・宮崎・鹿児島・沖縄 

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会 

6地区連絡会 

会員 
（47都道府県宅地 
建物取引業協会） 

会員所属構成員 
（宅地建物取引業者 
約10万社） 

とは？

　まず、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会（以下「埼玉県宅建協会」）のお話しをする前に、上部団体であ

る公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会（以下「全宅連」）のお話しをさせていただきます。

　全宅連は、全国 47都道府県の宅建協会によって構成される宅地建物取引業法に規定された国内最大の業界団

体です。すなわち、埼玉県宅建協会の会員は全宅連の構成員ということになります。

　全宅連の主な業務としては、会員業者の指導・育成（研修会の開催や契約書等の頒布）に努めている他、消費

者保護を目的とした事業に積極的に取り組んでいます。埼玉県宅建協会は全宅連とタイアップして、会員の業務

を強力にバックアップします。

　また、少子高齢化や消費者ニーズの多様化、国の土地住宅政策の影響により様々な環境の変化が予想される状

況において、10年後を見据えた将来の理想的な姿や目標を明確にするため、ハトマークグループ・ビジョン（み

んなを笑顔にするために、地域に寄り添い、生活サポートのパートナーとなることを目指します）を策定し実現

に向けて施策を実施いたします。

　全宅連は、都道府県の区域を単位と

した 47の宅地建物取引業協会（宅建

協会）を会員としています。これらの

会員に所属する構成員（宅建協会の会

員である宅地建物取引業者）は、約 10

万社であり、不動産業界における名実

ともに最大の団体を構成しています。

会員所属構成員の多くが中小不動産業

者で、全国的結束によって相互協力の

成果をあげています。

全宅連の組織図

全国宅地建物取引業協会連合会全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人公益社団法人

全国に広がる宅建協会会員の和─
約10万社の構成員を誇る国内最大の団体です。
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　全宅連では、会員の業務支援に関する事業はもちろんのこ

と、宅地建物取引業の健全な発達と消費者保護を図るため、様

々な事業を展開しております。

　「ハトマークサイト」とは、全宅連傘下の 47都道府県

の宅建協会会員の物件情報を集約した不動産情報サイト

です。物件情報だけでなく、不動産取引に関する知識や

統計データなどの情報も公開されております。

　最新の法改正等に対応した売買契約書、媒介契約書、

賃貸借契約書、重要事項説明書等の各種書式が全宅連ホ

ームページから無料でダウンロードすることができます

（会員専用）。

全宅連ホームページ：
　http：//www.zentaku.or.jp/

全宅連のしごと全宅連のしごと

全宅連 検　索

ハトマークサイト：
　http://www.hatomarksite.com/

※ユーザＩＤ・パスワードは、埼玉県宅建協会入会時に
ご案内しております。

暫個人情報保護法書式
（・公表用書面　・売買明示用書面　・賃貸明示用書面）
暫媒介契約書
暫重要事項事前説明書
暫重要事項説明書
暫重要事項説明書説明資料
暫売買契約書
　　一般売主用
　　宅地建物取引業者売主用
暫売買契約関係書式・雛形
暫賃貸借契約書
　　建物編（居住用）媒介契約書
　　　〃　　　　　　管理業務用書式
　　　〃　　　　　　賃貸借契約関係書式

　　建物編（事業用）管理業務用書式
　　　〃　　　　　　賃貸借契約関係書式
　　土地編　　　　　賃貸借契約関係書式
暫告知書（・付帯設備表　・物件状況確認書）
暫本人確認記録様式
暫反社会勢力排除モデル条項
（・売買契約書特約モデル条項・賃貸住宅契約書特約モデル条項
　・媒介契約書モデル条項・売買契約書のモデル条項例の解説
　・反社会勢力排除条項　御協力のお願い）
暫金商法に基づく社内規則ひな型
（第二種金融商品取引業者向け）

1 物件公開サイト（ハトマークサイト）の運営物件公開サイト（ハトマークサイト）の運営

2 宅建協会会員専用契約書式等の無料ダウンロード宅建協会会員専用契約書式等の無料ダウンロード
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　全宅連では、従業者教育研修や後継者育成の一環と

して、実際の不動産取引で活かされる実務知識の習得

に重点を置いた通信教育資格講座「不動産キャリアパ

ーソン講座」を実施しております。

　この、「不動産キャリアパーソン」は、実際の不動産

取引で活かされる「実務」知識の修得に重点を置いた

通信教育資格講座です。物件調査をはじめ、取引実務

において必須である基礎知識を、取引の流れに沿って

体系的に学習し修得できます。通信教育で学習後は修

了試験を受験していただきますが、試験に合格した方

は、全宅連へ資格登録申請をされますと、「消費者へ適

切な情報提供に資する者」の証明として「不動産キャ

リアパーソン」資格が全宅連から付与されます。

3 不動産キャリアパーソン講座・不動産実務セミナーの開催不動産キャリアパーソン講座・不動産実務セミナーの開催

不動産キャリアパーソン講座

　詳細はこちら紙　http://www.zentaku.or.jp/public/training/career/index.html

お申し込みから受講の流れ

� 　受講申込

申込方法　全宅連ホームページ（http://www.zentaku.or.jp/）または最寄りの都道府県宅建協会へ
受講対象　宅建業従業者、経営者、宅地建物取引士、消費者問わずどなたでも受講いただけます。
受講料　　8,000円（税別）

※上記受講料には、通信教育費用、修了試験受験料（1回分）、資格登録料が含まれます。

� 　教材到着・修了試験申込

受講申し込み後、教材一式と受講票ハガキが到着します。
試験会場はお席に限りがありますので、教材到着後、先に修了試験のお申し込みをお勧めします。
　�

� 　学　習

②で申し込まれた試験日に向け、各自学習を行ってください。学習方法は、教材の講座テキストと、テキス
ト学習の補助として、インターネットからテキストの解説講義動画をご覧いただけます。
学習内容（単元名）
①不動産キャリアパーソンとしての大切な心構え　②物件調査、価格査定　③不動産広告　④資金計画
⑤契約の基本　⑥その他知識（賃貸管理、リフォーム、災害等への対応）
　�

� 　修了試験

修了試験は、各試験会場のパソコンを使用して行われます。
試験問題：4肢択一試験、全 40問　試験時間：60分間　合格判定基準：40問のうち 7割以上の正答
試験会場：47都道府県の指定会場　試験日：各都道府県月 1回以上開催
　�

� 　合格・資格登録

合格者には、『不動産キャリアパーソン合格証書』が交付されます。
＊合格者は、全宅連に資格登録申請されますと、『不動産キャリアパーソン
資格登録証（カード）』とネックストラップ付カードケースが送られます。

11

22

33

44

55
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　全宅連では年 10回、会報誌「リアルパートナー」を発

行しております。同誌には、業界の動向や法律の改正、紙

上研修等、業務に役立つ情報を掲載しております。

　また、法律改正等に伴い、最新の各種出版物（例：「わか

りやすい売買契約書の書き方」、「わかりやすい重要事項説

明書の書き方」等）も発行しております。

　購入については、全宅連ホームページでご注文いただけ

る他、埼玉県宅建協会でもお求めいただけます。

4 広報誌・出版物の発行広報誌・出版物の発行

　全宅連では、消費者保護を目的とした「不動産に関

する調査研究・政策提言の情報提供活動」や「不動産取

引の普及啓発事業」、「人材育成事業」を行っています。

これらは全宅連のホームページに情報が掲載されてい

るほかに、ガイドブックなども発刊しております。

不動産実務セミナー

　不動産取引に関する社会的な課題や時節のタイムリ

ーな題材をテーマにした実践的な「不動産実務セミナ

ー」を開催しております。

　不動産実務セミナーでは、弁護士や税理士を始めと

する専門家を講師に招き、不動産取引に関する適正な

基礎知識や業務に必須な知識を得ることができます。

　詳細はこちら紙　http://www.zentaku.or.jp/public/training/seminar/index.html

平成27年度　不動産実務セミナーの主な内容

5 消費者のための事業消費者のための事業

第１部　相続　超高齢化社会到来！
　　　　実例から学ぶ相続対応の基礎

講師：菊池　則夫氏

　　　（東京シティ税理士事務所　リーダー税理士）

第2部 空き家問題　空き家急増！
　　　　宅建事業者が担う地域活性化・

地域貢献への取り組みのヒント

講師：松村　秀一氏

（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授）
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SAITAMA

　埼玉県宅建協会は、宅地建物取引業法第 74条第 1項によって設立された埼玉県知事認定の唯一の

公益法人です。

　埼玉県宅建協会では、不動産業の健全な発展を図るため、会員の指導及び連絡、研修、人材育成に

関する業務を行う他、地域社会・一般消費者の利益の増進に関する事業等、消費者保護を目的とした

事業にも積極的に取り組んでいます。

※ 
　緑区 

※ 
　大宮区 

※ 
　西区 

※ 
　岩槻区 

※ 
　南区 

※ 
　桜区 

※ 
　浦和区 

※ 
　中央区 

※ 
　見沼区 

川越市 

熊谷市 

川口市 

行田市 

秩父市 

所沢市 

飯能市 

加須市 

本庄市 

東松山市 

春日部市 

狭山市 

羽生市 

鴻巣市 

深谷市 

上尾市 

草加市 

越谷市 

蕨市 
戸田市 入間市 朝霞市 

志木市 

和光市 新座市 

桶川市 

久喜市 

北本市 

八潮市 

富士見市 

ふじみ野市 

三郷市 

蓮田市 

坂戸市 

幸手市 

鶴ヶ島市 

日高市 

伊奈町 

三芳町 

毛呂山町 

越生町 

滑川町 

嵐山町 
小川町 

ときがわ町 
川島町 

吉見町 

鳩山町 

横瀬町 

皆野町 

長瀞町 

小鹿野町 

東秩父村 

美里町 

神川町 

上里町 

寄居町 

宮代町 
白岡市 

杉戸町 

松伏町 
 

吉川市 
 

※ 
　北区 

本庄支部 
〒367-0026 
本庄市朝日町3-1-19� 

雑 0495-24-6506 
鯖 0495-21-6886 
http://www.takuken.or.jp/honjo

埼玉北支部 
〒360-0847 
熊谷市籠原南3-187� 

雑 048-533-8933 
鯖 048-530-5780 
http://www.takuken.or.jp/kita/

北埼支部 
〒348-0046 
羽生市中岩瀬1059-2 

雑 048-562-5900 
鯖 048-560-3443 
http://www.takuken.or.jp/hokusai/

彩央支部 
〒362-0013 
上尾市二ッ宮750 
上尾商工会館内 2F 

雑 048-778-3030 
鯖 048-778-3031 
http://www.takuken.or.jp/saiou

埼葛支部 
〒345-0822 
南埼玉郡宮代町笠原2-2-7 
ノアコーポ 2階　 

雑 0480-31-1157 
鯖 0480-36-1190 
http://www.takuken.or.jp/saikatsu/

越谷支部 
〒343-0813 
越谷市越ヶ谷2-8-23 

雑 048-964-7611 
鯖 048-966-8558 
http://www.takuken.or.jp/koshigaya

埼玉東支部 
〒340-0003 
草加市稲荷3-18-2 

雑 048-932-6767 
鯖 048-932-6360 
http://www.takuken.or.jp/higashi/

川口支部 
〒332-0034 
川口市並木2-24-21� 

雑 048-255-7711 
鯖 048-255-7712 
http://www.takuken.or.jp/kawaguchi/

南彩支部 
〒335-0022 
戸田市上戸田1-14-10 

雑 048-229-4630 
鯖 048-229-4631 
http://www.takuken.or.jp/nansai

さいたま浦和支部 
〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤6-2-1� 

雑 048-834-6711 
鯖 048-834-6713 
http://www.urawatakuken.com

大宮支部 
〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町1-104� 
大宮仲町AKビル 9F� 

雑 048-643-5051 
鯖 048-641-8784 
http://www.takuken.or.jp/omiya/

本部事務局 
〒330-0055 
さいたま市浦和区東高砂町6-15 
埼玉県宅建会館 

雑 048-811-1820 
鯖 048-811-1821 
URL http://www.takuken.or.jp

秩父支部 
〒368-0024 
秩父市上宮地町10-8� 

雑 0494-24-1774 
鯖 0494-26-7704 
http://www.takuken.or.jp/chichibu/

彩西支部 
〒350-1325 
狭山市根岸1-1-1 

雑 04-2969-6060 
鯖 04-2969-6075 
http://www.takuken.or.jp/saisei/

所沢支部 
〒359-1121 
所沢市元町28-17 
元町郵便局 2F 

雑 04-2924-6599 
鯖 04-2924-6116 
http://www.takuken.or.jp/tokorozawa/

埼玉西部支部 
〒350-0034 
川越市仙波町2-5-9� 

雑 049-222-2864 
鯖 049-222-5245 
http://www.takuken.or.jp/seibu

県南支部 
〒351-0011 
朝霞市本町1-2-26 
WJ・A-1ビル 2F 

雑 048-468-1717 
鯖 048-468-1728 
http://www.takuken.or.jp/kennan/

※についてはさいたま市が省略となっております。 

RE
AL
PARTNER

●本部と16の支部が連携し活動しています

知って欲しい
「埼玉県宅建協会」
知って欲しい
「埼玉県宅建協会」のこと！
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2 充実の研修制度充実の研修制度

埼玉県宅建協会のしごと埼玉県宅建協会のしごと

宅建業者法定研修会

　不動産取引に欠かせない専門知識の習得と経営基盤の強化のため、また、消費者保護を図るため様々な研修

会を開催しております。

会員の業務支援・消費者保護のための事業など、
多彩な事業をおこなっています。

　埼玉県宅建協会が行っている主な仕事をご紹介します。全宅連同様に、埼玉県宅建協会においても、

会員の業務支援に関する事業や消費者保護を図るための事業など、様々な事業を展開しております。

1 不動産無料相談・弁護士による法律相談会の実施不動産無料相談・弁護士による法律相談会の実施

2 回弁護士による法律相談会も開催しております。困

ったとき、いざという時に頼れる相談所です。業務の

質問や不安の解消にご利用下さい。

　不動産取引での疑問や不安を解消するため、会員・

一般消費者等を対象とした不動産無料相談所を開設し

ております。また、法律問題等にも対応するため、月

不 動 産 無 料 相 談 所

直通　℡：048－811－1818
毎週月・水・金（年末年始・祝日は除く）
10：00～ 15：00（昼休み除く）電話又は来所

※県内にある 16支部でも行政などと連携して役所や公
共施設などで不動産無料相談を行っております。開催
日時や場所などの詳細はお近くの宅建協会支部事務局
（ 6ページ参照）までお問い合わせ下さい。

弁護士による不動産法律相談会

予約・問い合わせ先：048－811－1868

毎月2回開催　予約制
※ご相談は来所でのご相談となります。また、訴訟中
や調停中のご相談、法令・公序良俗に反するご相談
等についてはお受けできません。その他注意事項等
ございますので、詳しくは上記電話番号にお問い合
わせいただくか、本会ホームページをご覧下さい。

　宅地建物取引業法第 64条の 6に基づいた、業務に関し高度な知識の

習得を目的とした研修会を実施しております。例年 10月～ 11月にか

け全 12会場で開催されるこの研修会は、会員の受講が義務づけられて

おり、受講者には研修済証（ステッカー）を交付しています。

平成 27年度の主な内容

第一部　「企業の仕事と人権」
　人権意識向上に向けたアンケート調査結果　　　　　　法令遵守委員会
　宅地建物取引業における人権問題－同和問題を学ぶ－　埼玉県県民生活部人権推進課

第二部　「不動産広告の適正化と宅建業者の留意事項」
（公社）首都圏不動産公正取引協議会

第三部　「敷地と道路・境界等をめぐるトラブル事例の解説ほか」 弁護士

埼玉弁護士会との連携による民事介入暴力相談
埼玉県宅建協会は埼玉弁護士会との「民事介入暴力事案の連携に関する協定」に基づき、平成 28年 4
月1日より宅建協会会員及び会員の顧客との暴力団等の反社会的勢力が絡む民事介入暴力事案に対処す
るため無料法律相談窓口を設け、ご相談に対応致します。さらに複雑な事案については民事介入暴力対
策委員会に所属する弁護士が有料で受任致します。詳しくは本部事務局までお問い合わせ下さい。

担当：本部事務局　保証業務課　TEL 048 － 811 － 1868
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その他研修会

　その他、会員向けの研修会や一般消費者向けの研修

会・セミナー等を、埼玉県宅建協会本部及び 16支部

で開催しております。

宅建業開業支援セミナー

　宅建業の開業をお考えの方に対し、開業のノウハウ

や業界の将来的展望、宅建業の醍醐味などを織り交ぜ

た、宅建業開業支援セミナーを開催しております。

不動産キャリアパーソン講座

　全宅連の委託を受け、不動産取引に携わる方、関心

のある方に不動産取引に関する適正な基礎知識を習得

していただくことを目的とする「不動産キャリアパー

ソン講座」の受付や受講促進・普及啓発を行っており

ます。詳細は 4ページの「不動産キャリアパーソン講

座受講の流れ」をご参照ください。

▼窓口や郵送でのお申し込みは埼玉県宅建協会本部又は各支部まで（6ページ参照）
　インターネットでのお申し込みはこちら↓
　http://www.zentaku.or.jp/public/training/career/index.html

ハトマーク不動産セミナー

　一般消費者の不動産取引に関する知識の普

及とトラブルの未然防止を目的として、消費

者の皆様が関心を寄せる事項や近時注目され

るテーマなどを取り上げた不動産セミナーを

参加費無料で実施しています（例年秋に開

催）。また、ハトたまクラブ（情報提供サービ

ス）により本セミナーの開催案内等をダイレ

クトメールにてご案内しています。

上の重要事項の対応等も含めた情報を提供しておりま

す。

　宅建業者の法令遵守の徹底やトラブル未然防止のた

め、不動産に関わる法律の制定や改正があった場合、

広報誌やホームページ等を通じて、宅地建物取引業法

3 不動産関係諸法令の周知不動産関係諸法令の周知

平成 27年度（平成 28年 1月開催分）の主な内容

第一部　「企業の仕事と人権」
　人権意識向上に向けたアンケート調査結果 法令遵守委員会
　宅地建物取引業における人権問題－同和問題を学ぶ－
 埼玉県県民生活部人権推進課

第二部　「違反事例から見る不動産広告のポイント」
 （公社）首都圏不動産公正取引協議会

第三部　「気をつけたい！不動産トラブル事例の解説」
 （一財）不動産適正取引推進機構

各種研修会の開催状況やお申

し込み方法等は、埼玉県宅建

協会のホームページに掲載し

ております。

　宅建業を営む上で必要な知識の習得を目的

とした研修会を実施しております。新たに埼

玉県宅建協会に入会される方は受講が義務づ

けられております。

宅地建物取引業免許新規取得者向け研修会
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　自主規制事業の一環として、定期的に会員事務所への立ち入り

調査を行い、調査、指導を行っております。

　主な調査項目は下のチェックリストの通りとなっております。

各項目の詳細については 21ページ以降をご覧下さい。

　宅地建物取引士証の更新・

交付を受ける際に受講が義務

づけられている法定講習会を

埼玉県知事の委託のもと実施

しております。また、宅地建

物取引士資格の登録申請書等

の受付や確認事務も行ってお

ります。

4 法令遵守指導法令遵守指導

5 宅地建物取引士法定講習の実施宅地建物取引士法定講習の実施・・宅地建物取引士登録等の確認事務宅地建物取引士登録等の確認事務

六法全書 

チェック業務をはじめる前にチェック！

□事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示してありますか標識（業者票）

□事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示してありますか報酬額表

□事務所ごとに備え、取引ごとに作成し、保存義務があります取引台帳

□宅地建物取引士をして説明・交付する義務があります重要事項説明書

□宅地建物取引士の記名押印が必要です契約書

□専任の宅地建物取引士の数は適正ですか宅地建物取引士の設置

□事務所ごとに備えていますか従業者名簿

□従業者に携帯させていますか従業者証明書

□

埼玉県宅建協会制定の掲示物が掲示されていますか

埼玉県宅建協会会員之章

□保証協会会員之証

□埼玉県宅建協会写真入り業者『証』

□政令の使用人設置証明証

□専任の宅地建物取引士設置証明証

□供託票の掲示

□宅建業者が売買の当事者又はその代理若しくは媒介をす
る場合、相手方の本人確認記録・取引記録の作成・保存
が必要となります

本人確認記録の作成・保存

□取引記録の作成・保存

宅地建物取引士の有効期限は大丈夫

ですか？更新のための講習会は有効

期限満了日の6ヶ月前から受講が可

能です。
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不動産取引の早期成約・正確な情報共有に
貢献する不動産情報インフラ事業

6 レインズレインズ・・ハトマークサイト埼玉による情報流通サービスハトマークサイト埼玉による情報流通サービス

　埼玉県宅建協会のホームページでは、最新の法令改正情報や研修

会開催情報の他、様々な業務に役立つ情報を掲載しております。特

に「会員専用コンテンツ」では、会員しか入手できない情報が盛りだ

くさんですので是非埼玉県宅建協会ホームページをご活用下さい。

　また、埼玉県宅建協会では、法令改正や業務知識、不動産業界の

動向などの最新情報を掲載した、宅建業者・一般消費者に役立つ広

ホームページ・広報誌による情報提供ホームページ・広報誌による情報提供7

ハトマークサイト

　ハトマークサイトは、全宅連および本会が運営する消費者向け不動産情報

サイトです。埼玉県エリアに特化した「ハトマークサイト埼玉」では、埼玉

県内の物件情報をスマートフォンやパソコンから簡単に検索できます。

　平成 25年 12月より物件検索システムを大幅強化し、「Google」等の検

索サイトで物件名を検索すると検索結果で上位表示されやすくなりました。

また、平成 27年 10月より埼玉県と県内市町村のご協力を頂き、商店街魅

力物件情報サイト「あきんどっとこむ」を開設しました。「あきんどっとこむ」

は、「ハトマークサイト埼玉」の貸店舗物件に商店街の耳寄りな情報を提供し

て、商店街での出店・開業を促します。

　本会会員業者は、月額千円（税別）という低コストで、物件情報をダイレ

クトに消費者に公開できます。しかも、1回の登録作業で、「goo住宅・不動

産」、「SUUMO」、「アットホームサイト」、「レインズ」などの提携サイトに

も公開できます。（提携サイトへの公開は一部別途有料のものがあります）

レインズ

　レインズとは、国土交通大臣が指定する指定流通機構が運営する

物件情報交換システムです。

　不動産の売却や購入などの際は、通常、取引の仲介役を宅建業者

に依頼します（媒介契約）。媒介契約（専任媒介契約・専属専任媒介

契約）を締結した宅建業者はレインズに物件情報を登録する義務が

課せられています。（宅建業法 34条の 2第 5項）

　この仕組みによって、宅建業者間で物件情報がリアルタイムに共

有され、売却側と購入側の迅速なマッチングを行うことができま

す。さらに、レインズに蓄積された取引事例のデータは、市場動向に基づいた合理的且つ適正

な価格設定の根拠として、依頼主である消費者に対して還元され役立てられています。

※会員専用コンテンツにアクセスするにはユーザー ID・パスワードの
入力が必要となります。
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　宅建業の開業を考えている方に対し、電話や来所での開業手続き等の情

報を提供する他、宅建業開業支援セミナーを開催しております。

　困ったとき、いざという時の電話相談を本部事務局で行っています。

　さいたま緑のトラスト基金への寄附を行う等、環境保全活動を積極的に

行っております。また、震災時の民間賃貸住宅提供や失職者への賃貸住宅

情報提供等、行政と連携して公益事業の支援を積極的に行っております。

8 宅建業開業希望者への情報提供宅建業開業希望者への情報提供

9 地域社会貢献・公益事業支援地域社会貢献・公益事業支援

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度への協力
埼玉県住まい安心支援ネットワークへの協力
埼玉県外国人相談ネットワーク
震災時の民間賃貸住宅提供に関する協定
失職者への賃貸住宅情報提供に関する支援事業
生活保護受給者チャレンジ支援事業への協力
産業廃棄物不法投棄の情報提供事業への協力
埼玉県草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土
地区画整理事業の保留地販売への協力

防犯アドバイザー普及促進（養成講習会受講）協力
埼玉県防犯のまちづくり推進会議
埼玉県防犯のまちづくりに関する協定
埼玉県自動車盗難防止対策連絡協議会
公共事業用地の取得に伴う代替地の媒介に関する
協定
空き工場、工場用地及びオフィス等の情報提供に
関する協定
危険ドラッグの販売等の防止に関する協定

地域社会貢献、公益事業支援

　県内各地域のお祭りなどへ出展し、不動産無料相談や各種イベント等を開催しております。

不動産フェア

報誌「埼玉県宅建ニュース」を発行しており、全宅連発行の会報誌「リア

ルパートナー」も併せて、幅広い情報の提供を行っております。

　「埼玉県宅建ニュース」、「リアルパートナー」は、毎月（　2月・5

月・8月を除く）会員の皆様にお届けいたしております。また、埼玉

県宅建協会のホームページ、全宅連のホームページからも閲覧するこ

とが出来ます。

１０ 業務支援事業業務支援事業

不動産調査価格制度の利用促進

　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一定条件※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。宅地建物取引業法

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

す一手法としてご利用いただけます。
　※条件や依頼書の雛形、金額等、詳細は埼玉県宅建協会ホームページを
ご覧下さい（会員専用コンテンツ）。

埼玉県との協定・協力・受託事業名

埼玉県宅建協会トップページ

会員サイトへ

ご案内・お知らせ

会員へのお知らせ

不動産調査価格査定のご案内・評価センター名簿
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青年部・レディス部への支援事業

　不動産業界の次代を担う各支部における青年部・レディス部への支援事業を行っております。

宅建業免許更新申請の受付

　埼玉県知事免許で、更新回数が（2）

以上等、一定の適用要件に該当する場

合、埼玉県宅建協会（所属支部）を経

由して免許更新ができます。詳しくは

048－ 811 － 1820 までお問い合わ

せ下さい。

①埼玉県知事免許で回号が（2）以上の免許であること

②免許更新前5年間で宅建業者法定研修会を3回以上受講していること

③自主規制に基づく法令遵守指導を受けていること

④宅地建物取引業法違反等により法第 65条の規定に基づく処分（指示・

業務停止）等を受けていないこと

⑤埼玉県宅建協会への提出期限が適正なこと

協会経由の適用要件

埼玉宅建協同組合へ加入できます

　※ご加入にあたっては諸費用等が必要となります。詳しくは 15ページをご覧下さい。

事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業のののののののののの事業の
ごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内　ご案内

　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会では、これまで以上に充実した内容で、

会員の皆様の賃貸不動産管理業務を強力にバックアップします！

（1）協会ホームページによる情報提供
①賃貸不動産管理関係書式の無料ダウンロード
　居住用（ 69種類）・事業用（ 62種類）・土地用（ 48種類）の各種書式を無料でダウンロードできます。
②法令情報のダウンロード
　法令新設・改正の最新動向や判例情報解説等をダウンロードできます。
③会報誌バックナンバーのダウンロード
　会報誌バックナンバーを創刊号から最新号までダウンロードできます。
④会員店紹介ページの提供
　会員店紹介ページを無料で作成・掲載できます。ＰＲ文や店舗写真等を掲載することで、一般消費者にア
ピールすることができます。
　今後も新たなコンテンツを掲載し、より便利で使いやすいサイトを目指します。　

（2）会報誌、ファックス同報、メールマガジンによる情報提供の充実
①会報誌の発行（会報誌を定期的に発行します。）
②ファックス同報による情報提供（定期的な情報提供を行います。）
③メールマガジンの充実（メールマガジンによる情報提供を充実します。）

情報提供事業1

全国賃貸不動産管理業協会へ加入できます　※ご加入にあたっては諸費用等が必要となります。

埼玉県宅建協会支部「業務支援委員会」の下部組織として、支部組織における男女共同参画社
会の実現を目指して、女性会員（従業者を含む）の協会運営への積極的な参加を促進し、会員
間における世代・性別を超えた交流促進を行うとともに、地域への社会貢献に根差した活動を
行うことを目的とした組織です。 ※未設立の支部もございます。

レディス部

埼玉県宅建協会支部「業務支援委員会」の下部組織として、若手会員（従業者を含む）の協会
運営への積極的な参加を促進し、会員間における世代を超えた交流促進、地域への社会貢献に
根差した活動を行うことを目的とした組織です。

青 年 部
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（1）会員研修会等の開催
会員を対象とした賃貸不動産管理実務に役立つ各種研修会を開催します。
また、これまでの研修会の他、効果的かつきめ細かな研修体制、実践的な研修テーマ等を企画、ご提供します。
◆これまでの研修テーマ（抜粋）◆
・「家賃滞納への対応と管理業者としてのコンプライアンス」　・「不動産取引と消費者契約法」
・「法的実務的側面からみたペット可物件について」　・「相談事例・最新判例にみる賃貸管理業の留意点について」他

研修事業2

◆支払限度額◆
　1会員あたり年間 500万円
◆これまでの支払事例（抜粋）◆

（1）賃貸管理業賠償責任保険（全会員自動加入）
賃貸不動産管理業者の過失によって生じた損害賠償責任のうち、次のイ～ヘに掲げたものについての賠償
責任保険です。

賃貸不動産管理業サポート事業3

（2）賃貸管理業サポート事業のご紹介
スケールメリットを活かした各種サポート事業をご紹介します。

エレベータ内のマットがめ
くれて丸くなっていたとこ
ろに足をとられて転倒し、
骨折した。 332万円

清掃作業中に水抜き栓を開
けたまま作業を終了してし
まったため、水漏れが発生
した。 248万円

雨水目皿の清掃を怠ってい
たため、集中豪雨で雨水が
あふれてしまい、階下に損
害を与えた。 167万円

駐車場入口のグレーチング
がずれていたため、自転車
の車輪がひっかかり転倒し
てケガをさせた。 70万円

◆適用事由◆
イ．賃貸管理物件の家賃徴収誤り及び当該家賃管理に起因する損害賠償請求
ロ．賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件のうち共用部分及び空室の管理に起因して他人の生命若
しくは身体を害し、またはその財物を滅失、毀損もしくは汚損したことに起因する損害賠償請求

ハ．賃貸管理物件の入居時における鍵の取り替え業務を怠ったことに起因する損害賠償請求
ニ．賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件の入居者の個人情報漏えいに係る損害賠償請求
ホ．賃貸管理物件の入居者に対する妨害排除義務違反に起因する損害賠償請求
ヘ．家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求されたことによって、被保険者
が被る損害のうち、争訟費用についてのみ担保します。（損害賠償金については担保しません。）

※詳細は　http://www.chinkan.jp　をご覧下さい

（1）会員限定無料法律相談
会員限定の電話による無料法律相談を実施します。賃貸管理をめぐるトラブルに対して、顧問弁護士が法
律的かつ実務的なアドバイスを行います。（毎週月曜　事前予約制）

（2）賃貸不動産管理に関する各種出版物の提供
実務に役立つ各種出版物を発行し、業務をサポートします。
①賃貸不動産管理業務マニュアル
②入居のしおり　　③原状回復基礎知識　　④日常管理業務書式（サインプレート）
　その他にも、賃貸管理の業務に役立つ各種出版物を発行します。　

業務支援ツール等提供事業4

賃貸不動産管理業を媒介の延長に止まらない独立した主体的業務ととらえ、業の健全な発展を図るため、
賃貸不動産管理に係る法制度のあり方について研究し、関係機関に政策提言を行います。

賃貸不動産管理業の確立に向けた調査研究・政策提言の実施6

国土交通大臣告示の「賃貸住宅管理業者登録規程」の普及啓発及び登録の支援を行います。

賃貸住宅管理業者登録規程への対応5
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全宅住宅ローンがご利用できます

　お客様に有利な「長期・固定・低利」の住宅ローンを提供できます。

全宅住宅ローン（株）ホームページ　　http://www.zentakuloan.co.jp/

　日頃業務に従事する宅地建物取引士の保護と業務の適正化を目的とした制度です。加入されますと、宅地建物

取引士が宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して保険期間中に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（自己負担額を控除した額）に対し、保険金額の範囲内で

支払いが受けられます。お客様からの信頼獲得につながる制度として、わずかな保険料で大きな安心が得られま

すので是非ご利用下さい。

宅地建物取引士賠償責任補償制度へ加入できます

提携大学企業推薦制度

　全宅連と明海大学不動産学部、宇都宮共和大学シティライフ学部の 2大学が提携し、会員及びその子弟等を同

大学に推薦する企業推薦制度を利用することができます。

お問い合わせ先　　全宅連　広報研修担当　TEL：03－ 5821 － 8112（直通）

全宅連推薦「がん保険」

　心配な「がん」を手厚く保障。さらに特約をプラスして病気・ケガによる入院治療にも備えられます。

賃貸物件向けの家財少額短期保険でビジネス支援

　不動産賃貸管理業務に欠かせない家財総合補償商品を、簡単事務と手数料確保を両立して会員に提供していま

す。本会では下記 3社を推奨しています。

（株）宅建ファミリー共済　　http://www.takken-fk.co.jp/

日本共済㈱　http://www.nihonkyosai.com/

東京海上ミレア少額短期保険㈱　http://www.tmssi.co.jp/

ハトマーク生命共済制度に加入できます　

　ケガや病気で死亡・高度障害となったときに共済金をお支払いいたします。掛金は全額損金算入できます。企

業の福利厚生に最適です。

　全国 10万会員事業者の全宅連を母体とした「一般財団法人ハト

マーク支援機構」では、会員事業者が業務上利用する顧客向けの各

種サービスの斡旋や業務上の支援ツールのご紹介等を通じて、会員

側の業績向上に資する支援事業を提供します。

ハトマーク支援機構ＨＰ　→　http://www.hatomark.or.jp/

全宅連の会員業務支援「ハトマーク支援機構」の活用
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埼玉宅建協同組合って？埼玉宅建協同組合って？埼玉宅建協同組合って？
埼玉県宅建協会会員の皆様には、

人材育成と業務効率向上に役立つ

埼玉宅建協同組合へのご加入をおすすめいたします！

　埼玉宅建協同組合は、埼玉県宅建協会を母体とし、

組合員の人材育成と業務効率向上に直接役立つ様々な

ビジネス支援事業や厚生事業を担う団体です。組合員

は実践的なテーマで開催する『組合ビジネス塾』を1社

何名ご受講いただいても無料。事務用品や住宅地図、

書籍などの組合員割引が活用でき、お仕事に役立つ共

同購買品はリーズナブルな優遇価格でお求めいただけ

ます。また、日々の業務に役立つ物品など組合員に無

料提供しています。

年間4回の研修を組合員の皆様は

1社何名でも無料
で受講できます。

不動産営業、会社経営、法律、
税務など各界の専門家がタイム
リーなテーマで講演するビジネ
ス塾は、組合員の皆様から大変
ご好評をいただいております。

高い利益を求められるビジネスを実践していける
よう「組合ビジネス塾」を新規ビジネスの学びの
場としてご活用ください。

研　修 

組合員になれる方は…？
　次の各要件を備える事業者の方です。
①（公社）埼玉県宅地建物取引業協会の会員であること
②埼玉県内に事業場を有すること

出資金と賦課金は…？
　出資金一口　　　10,000 円
　賦課金（年会費）　　6,000 円（新規加入年度は加入月からの月割

会費となります。）
                          　　　（賦課金は年度により変更する場合があります。）

加入手続きは…？
　加入をご希望される方は、組合の趣旨をご理解いただき、別紙加
入申込書にご記入の上、出資金・賦課金を添えて宅建協会の所属の
支部事務局へお申し込み下さい。

※加入申込書は宅建協会の所属支部事務局までお気軽にご請求くだ
さい。また、組合ホームページよりダウンロードできます。

ご加入手続きについて

〒 330 － 0055　埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 6－15
　　　　　　　　埼玉県宅建会館 2階（宅建協会内）　

埼玉宅建協同組合 察（048）811-1820

FAX　（048）811 － 1821
URL　http://www.takuken.or.jp/kumiai/

組合員の皆様には
事業に役立つグッズも

プレゼントしています。

日々の業務、営業活
動、宣伝広告などに
役に立つ便利なツー
ル。ハトたま入りの
小物をぜひご活用く
ださい。

組合員特典 

共同購買、共済、福利厚生など

様々なサービスを
割安でご利用いただけます。

事務用品（アスクル）
の割引、ゼンリン住宅
地図の割引など、各分
野の企業との提携によ
り、組合員の皆様に様
々なメリットをご提供
しています。

各種事業 
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全宅保証の組織

加入のメリット

　公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会（以下「全宅保証」）は、宅地建物取引業法第 64

条の 2に基づき設立された公益社団法人で、全国の宅建業者のうち約 8割が加入しています。

　全宅保証では宅地建物取引業法第 64条の 3に定められている業務（苦情相談・苦情解決業

務・研修業務・弁済業務）をはじめ、手付金等保管業務、手付金保証業務等を行っています。

　宅建業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法に

より義務づけられています。供託に必要とされる金額は、主たる事務所 1000 万円、

従たる事務所 1ヵ所につき 500万円で、これが開業時の大きな負担となっています。

　全宅保証に入会した場合、営業保証金の供託が免除され、弁済業務保証金分担金を

納付すれば、宅建業を開業することができます。弁済業務保証金分担金の額は、主た

る事務所 60万円、従たる事務所 1ヵ所につき 30万円となり、宅建業開業時の負担

を軽減することができます。

営業保証金 

1000万円 

弁済業務 
保証金分担金 

60万円 

弁済業務 
保証金分担金 

60万円 

全国宅地建物取引業保証協会
のはなし
全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人公益社団法人

　苦情の解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り

扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と宅

地建物取引業法に規定されています。つまり、宅地建

物取引以外の取引などの苦情は対象となりません。

　そして、苦情の解決の申出を受けた場合には、その

相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係

る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦

情の内容を通知して、迅速な処理を求めています。

全宅保証の業務全宅保証の業務

1 苦情の解決業務苦情の解決業務

　全宅保証の組織は全国単一の組織です。主たる事務所（中央本部）を東京都

千代田区に置き、従たる事務所（地方本部）を 47都道府県に設置しています。

　弁済業務とは、簡単に言えば、宅地建物取引業に関

する取引で会員が負った債務［取引の相手方（お客様

等）の債権］を、認証限度額の範囲内で全宅保証が会

員に代わり取引の相手方等に弁済する業務です。

　認証限度額とは、その会員が全宅保証の会員でない

と仮定した場合、その人が供託すべき営業保証金に相

当する額のことです。現在、本店のみの場合は 1000

万円で、支店がある場合には1支店につき500万円ず

つ加算されます。1会員あたりの限度額で、申出 1件

あたりの限度額ではありません。

　なお、弁済制度は会員が支払うべき宅地建物取引に

より生じた損害（債務）を、全宅保証がいわば「立替

え払い」するものであり、弁済された場合は当該会員

に対しその損害を請求することになりますので、「保

険」ではありません。

2 弁済業務弁済業務

（公社）全国宅地建物取引業
保証協会

中　央　本　部

47地方本部

会　　　員
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　全宅保証は、国土交通大臣の指定する「指定保管機

関」として、完成物件の手付金等保管事業を行ってい

ます（完成物件のみで未完成物件は対象外）。

　この手付金等保管制度は、宅地建物取引業法第 41

条の 2による手付金等の保全措置として、全宅保証会

員自ら売主となる「完成物件」の宅地建物の売買で、

その手付金等が売買代金の 10％または 1000 万円を

超える場合に利用することができます（保全措置の対

象額以下の場合は利用できません）。

　この手付金等保管制度を利用した場合、買主が支払

う手付金等は、取引が完了するまで全宅保証で「保管」

することになりますので、買主である消費者は万一の

ときには手付金等を取り戻すことができます。また、

保管料は無料で、利用申請は地方本部で行います。

①弁済業務保証金
　分担金
90万円
金銭のみ

⑧還付充当金

1,200万円

通知を受けた日
から2週間以内

③認証の申出

④認証
⑥還付
1,200万円

⑤還付請求

通知を受けた日から2週間以内

損害　1,200万円
⑦不足額を供託　1,200万円

②弁済業務保証金　90万円（1週間以内）

有価証券も可

●弁済業務の流れ●弁済業務の流れ－本店と支店1つのケース－

　宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事し

ようとする者を対象に、宅地建物取引に関する知識及び能力の向上を

図ることを目的として、全宅保証の各地方本部は宅建協会と共同で研

修を行っています。また、「リアルパートナー」（会報誌）を通じて実

務に必要なテーマで紙上研修を実施しています。

3 研修業務研修業務

宅
建
業
者（
会
員
）

全
宅
保
証

還
付
請
求
権
者（
申
出
人
）

①宅建業者（会員）が、全宅保証に弁済業務保証金分担金を納付す
る（このケースの場合は90万円）。

②全宅保証が、納付された弁済業務保証金90万円を1週間以内に
供託所（東京法務局）に供託する。

③還付請求権者（申出人）に1,200万円の損害が発生し、相手方
の宅建業者から損害賠償等がなかったので、還付請求権者は全宅
保証に認証の申出をする。

④全宅保証は認証する。
⑤全宅保証の認証を受け、還付請求権者は供託所に還付請求する。
⑥その結果、供託所から還付請求権者に1,200万円が還付される。
⑦全宅保証は、通知を受けた日から2週間以内に不足額1,200万
円を供託所に供託する。

⑧宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金
1,200万円を全宅保証に納付する。2週間以内に納付しなけれ
ば全宅保証の会員としての資格を失う。全宅保証の会員でなくな
った場合、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
供託しなかった場合、業務停止処分を受けることになる。

供
託
所

（
東
京
法
務
局
）

4 手付金等保管業務手付金等保管業務

●4 手付金等振込

手付金等保管業務フローチャート

売買代金の10％又は1千万円を
超える手付金等を授受しようとす
る売買契約を締結

●5 寄託金保管証明書発行

●7 寄託金返還請求

●1 手付金等寄託契約

●3 質権設定通知（確定日付）

●8 寄託金返還

●2 質権設定契約

●6 引渡・所有権移転登記完了　返還請求書類手交

買　主（非業者）

質 権 者

全宅保証

地方本部

指定金融機関
の口座で保管

売　主（業者）

全宅保証会員
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手付金保証業務申請フロー

登録検索

⑤
手
付
金
保
証
付
証
明
書
発
行

全宅保証地方本部

売　主

1. 指定流通機構に登録している国内所在の媒介物件で、全宅保証の会員業者が、買主の媒介
をして取引が成立したもの。
※全宅保証会員が、買主の媒介業者となっていない場合には対象外です。

2. 建物または660㎡以下の宅地（地目も宅地）。

3. 物件の登記簿記載の抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格
を上まわっていないこと。
※登記簿記載の設定額で判断しますので、実際の残債務額が下回っていても、設定額が上まわっていれば
対象外となります。

4. 物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと。

5. 売主、買主とも宅建業者（全宅保証会員であるか否かを問わず）およびその役員以外の者
であること。

6.宅地建物取引業者の従業員または親族等、その名義に関係なく営業として行った売買でな
いこと。

7. 宅地建物取引業者以外の者が業として行った売買ではないこと。

8. 宅地建物取引業者が売主の代理となっていないこと。

9. 売主と登記名義人が同一（または、相続・贈与の場合）であること。

１０. 売主と抵当権等の債務者が同一である。または相続等の場合に、それを証する書類があ
ること。

　この制度は、全宅保証の任意の制度で、媒介（仲介）

物件について買主が支払った手付金の保証を行う制度

です。

　指定流通機構に登録された一戸建て、マンション、

宅地を、全宅保証の会員業者の媒介で購入した場合

に、買主が支払った手付金の安全確保を図るために実

施しています。

　全宅保証が発行する「手付金保証付証明書」があれ

ば、万一契約が解除され、売主が手付金を返還しない

ような事故が起こった場合にも、売主に代わって全宅

保証が買主に手付金を保証します。

　保証の限度額は、1件の取引につき、1000万円また

は売買価格の20％相当額のうち、低い方で、手付金の

元本のみとなります。

　なお、本制度の利用については後記の要件をすべて

満たしていることが必要で、一つでも要件を満たさな

い取引は適用となりません。また、保証料については

無料で、利用申請は地方本部で行います。

5 手付金保証制度手付金保証制度

買　主 ③売買契約　手付金交付

②確認

媒介業者

元元　付元　付

指定流通機構

手付金保証制度の保証の対象となる物件と要件

全宅保証会員

客客　付客　付

①物件情報
の提供　の提供
①物件情報
　の提供

④申請④申請
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SAITAMA

　公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部（以下「全宅保証埼玉本部」）は、全宅保

証の従たる事務所にあたる地方本部です。埼玉本部では、苦情相談・苦情解決業務、埼玉県宅

建協会と共同して研修業務や情報提供業務等を行っています。

　会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関す

る苦情の受付事務をし、両当事者に対して事情確認を

します。また、当事者間での解決が見込めない場合

は、全宅保証へ弁済移管しています。

　会員や一般消費者に役立つ情報を載せた「埼玉県宅

建ニュース」を埼玉県宅建協会と共同で発行していま

す。

埼玉本部の業務埼玉本部の業務

1 不動産無料相談・弁護士による法律相談会の実施不動産無料相談・弁護士による法律相談会の実施1 苦情相談・苦情解決業務苦情相談・苦情解決業務

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

埼玉本部埼玉本部ってな～に？

　埼玉県宅建協会と共同で以下の研修会を実施しています。

○宅建業者法定研修会（ 7ページ参照）

○宅地建物取引業免許新規取得者向け研修会（ 8ページ参照）

○ハトマーク不動産セミナー（ 8ページ参照）

2 研修業務研修業務

詳しくは次頁

3 情報提供業務情報提供業務
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不動産取引のトラブル処理図 
(全宅保証による苦情･弁済の流れ)

会員に対する苦情受付 1

会員に対し自主解決文送付 

 

2

会員、相談者の呼出聴聞・事実確認・当事者間 
にて解決を図る 

4

解決不能 6

和　　解 5

中央本部審査機関による審査 7

会　　長　　決　　裁 

 

8

弁　　済（還付） 
全宅保証が相談者へ代替払 

 

9

還付充当金請求 
会員に対して弁済金（代替払金）を請求 

10

還付充当金未納 

全宅保証の会員資格喪失 
宅地建物取引業法64条の10第3項 

会員の自主解決 

 

3

苦情の取下げ 

苦情の取下げ 

認証拒否 認　証 

2週間以内に還付充当金納付 
宅地建物取引業法64条の10第2項 

営　業　継　続 

会 員 資 格 喪 失 後  会 員 資 格 喪 失 後  会 員 資 格 喪 失 後  会 員 資 格 喪 失 後  

営 業 保 証 金 未 供 託  

業務停止・免許取消処分 
弁済金（代替払い金）請求 

1週間以内に営業保証金を法務局へ供託 
（本店1,000万円・支店500万円） 

宅地建物取引業法64条の15

各都道府県地方本部 

全宅保証埼玉本部 

全宅保証中央本部 

紛　争　発　生（財産権の利害得喪） 

苦情解決委員会（聴聞会） 



基礎
知識

取引 業 務 の

宅 地 建 物 　

宅建業者が守らなければならない
　　　　　事項をこれから説明します

　宅建業者は業務を行う上で、宅地建物取引業法をはじめとした様々な法律によって規制を受
けます。これは知識や交渉力に差がある一般消費者を保護するためでもあります。

※会員は、これ以降に掲げる事項に関して（一部を除く）、法令遵守指導（　9 ページ参照）に
よる事務所立ち入り調査の際、違反等が発覚した場合には是正対象となる場合がございます。

宅建業
者が

守らな
ければ

いけな
い

ものっ
て？

埼玉県のマスコット　コバトン



22

　業者票が、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示

してあり、記載内容が宅地建物取引業者免許証等と一

致していることが必要です。なお、業者票は昭和 55

年 12月の宅地建物取引業法改正により『この事務所

に置かれている専任の宅地建物取引士』の欄があるも

のの掲示が義務づけられています。

宅地建物取引業法で定められている、
宅地建物取引業者の義務

宅地建物取引業法で定められている、
宅地建物取引業者の義務

※従前の業者票に紙等で『この事務所に置かれている専任の宅

地建物取引士』欄を設け、その宅地建物取引士の氏名を明記

してあるものは差し支えありません。

　宅建業者は、その事務所ごとに公衆の見やすい場所

に、報酬額表を掲示しなければなりません。

　なお、消費税率の引き上げ等に伴い、宅建業者が受

け取ることができる報酬額の制限が改正されることが

ございますのでご注意下さい。

　なお、最新の報酬額表については、本会HPよりダ

ウンロードすることができます。

2 報酬額表の掲示報酬額表の掲示 宅地建物取引業法第46条第4項

1 標識（業者票）の掲示標識（業者票）の掲示 宅地建物取引業法第50条

埼玉県宅建協会入会時に無料配布

35cm以上 

30cm 
以上 

埼玉県宅建協会入会時に無料配布
埼玉県宅建協会ホームページより
ダウンロード可（会員専用コンテンツ）



23

3 取引台帳の備え付け取引台帳の備え付け

　宅建業者は帳簿（取引台帳）を事務所ごとに備え、

取引のあったつど取引台帳を作成しなければならない

ことになっています。取引台帳の記載事項は、宅地建

物取引業法第 49条及び施行規則第 18条により記載

することが定められていますので、最低限以下の事項

が記載されている必要があります。

　また、犯罪収益移転防止法第 7条及び施行規則第

21条による取引記録と兼用する場合、宅地建物取引

業者が新築住宅 (住宅の品質確保の促進等に関する法

律第2条第2項に規定する新築住宅をいう)の売買に

おいて自ら売主となる場合には追加事項があります。

①取引年月日

②宅地又は建物の所在及び面積

③売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別

④売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借

の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所

⑤取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称（当該宅地建物取引業者が個人である場合にお

いては、その者の氏名）

⑥宅地の場合にあっては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況

⑦建物の場合にあっては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況

⑧売買代金、交換物件の品目及び交換差金又は賃料

⑨報酬の額

⑩宅地建物取引業者が新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項に規定する新築住

宅をいう )の売買において自ら売主となる場合

イ　引き渡し年月日　　　　　　　　　　ハ　(共同分譲の場合の )瑕疵担保負担割合

ロ　床面積　　　　　　　　　　　　　　ニ　(保険加入している場合 )保険法人の名称

⑪取引に関する特約その他参考となる事項

※なお、賃貸借の更新及び駐車場の仲介（駐車場の全敷地の一括
契約は除く）などは、取引台帳を作成する必要はありません（宅
地建物取引業法第 2条でいう宅地建物取引業にはあたらない
ため）。
※取引台帳を、犯罪収益移転防止法第 7条及び施行規則第 21
条による取引記録と兼用する場合、当該取引台帳に本人確認
記録の通し番号等の記載が必要となります。
※宅地建物取引業法第 49条の規定により宅建業者がその事務
所ごとに備える業務に関する帳簿について、法及び省令に定
められた事項が電子計算機に備えられたファイル、磁気ディ
スク等に記録され、必要に応じて当該事務所において電子計
算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示すること

ができる場合には、当該記録をもって帳簿等への記載に代え
ることができることになりました。
※取引台帳は、各事業年度の末日に帳簿を閉鎖し閉鎖後 5年間
は保存義務があります。
※取引台帳と、犯罪収益移転防止法第 7条及び施行規則第 21
条による取引記録と兼用する場合は、当該取引が行われた日
から 7年間の保存義務があります。
※取引台帳は、宅地建物取引業者が新築住宅 (住宅の品質確保
の促進等に関する法律第2条第2項に規定する新築住宅をい
う)の売買において自ら売主となる場合は、閉鎖後10年間の
保存義務があります。

取引台帳の記載事項

宅地建物取引業法第49条、施行規則第18条

埼玉県宅建協会ホームページより
ダウンロード可（会員専用コンテンツ）
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　宅建業者は、宅地建物取引がある都度、相手方又は依頼者

に対して重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士をして記

名押印して説明し交付しなければなりません。

　また、その際に宅地建物取引士証を提示しなければなりま

せん。

5 媒介契約書・契約書の作媒介契約書・契約書の作成・交成・交付付

　宅建業者は、依頼者との間に媒介（代理）契約が成立した

場合に関して、媒介契約書の交付が義務づけられておりま

す。また、宅地建物の契約が成立または締結された場合、相

手方等に対して宅地建物取引業法第 37条書面（契約書）の

交付が義務づけられております。

※宅地建物取引業法第 37条書面（契約書）については、宅建業者は

宅地建物取引士をして、記名押印させなければなりません。

4 重要事項説明書の作成・交付、宅地建物取引士証の提示重要事項説明書の作成・交付、宅地建物取引士証の提示

6 供託所等の説明供託所等の説明 宅地建物取引業法第35条の2

　宅建業者は、取引の相手方等に対して、売買、交換

または貸借の契約が成立するまでの間に供託所の説明

が必要となります。

※供託所等に関する説明に関しては、法律上は書面を交付し

て説明することを要求されておりませんが、この事項を重

要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされて

います。

宅地建物取引業法第35条

宅地建物取引業法第34条の2、第37条

埼玉県宅建協会入会時に無料配布
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※従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません（宅地建物取引業法第 48条第 2項）。
※従業者名簿は、名簿に記載されている従業者が退職又は異動により、事務所に勤務しなくなった後も、その記録を廃棄できないこ
ととなっています。この名簿の保存義務は、最終の記録をし、名簿を閉鎖した時点から 10年間です（施行規則第 17条の 2第 4項）。

　宅建業者は、その事務所で宅建業に従事している者全員に従業者証明書を交付して携帯させ、

また、従事している者全員が記載されている従業者名簿を備え付けなければなりません。

宅建業と他業種兼業の場合宅建業専業の場合

①代表者（社長）
②常勤役員の中で宅建業の担当役員
③常勤役員の中で他業種の担当役員であって
も宅建業の担当役員である場合はその役員

④非常勤役員であっても宅建業の担当役員で
ある場合はその役員

⑤専任の宅地建物取引士
⑥⑤以外の宅地建物取引士、宅建取引に直接
的に関係する者（営業）

⑦他業種が副次的な業務であり主に宅建業を
行っている場合は全体を統括する一般管理
部門に所属する職員

⑧雇用関係の有無を問わず一時的に宅建業務
の補助をする者（アルバイト）

①代表者（社長）

②常勤役員

③非常勤役員

④専任の宅地建物取引士

⑤④以外の宅地建物取引士、宅建取引に直接

的に関係する者（営業）

⑥秘書、専ら顧客との応対の事務を行う者（受

付）、運転手、守衛等の宅建取引に直接的な

関係が少なくない事務に服する者

⑦雇用関係の有無を問わず一時的に事務の補

助をする者（アルバイト）

従
業
者
証
明
書
発
行
範
囲

上記の①～⑧全員上記の①～⑦全員従業者名簿
記載範囲

7 従業者証明書の携帯・従業者名簿の備え付け従業者証明書の携帯・従業者名簿の備え付け

従　業　者　証　明　書 
従業者証明書番号 

従 業 者 氏 名　　　　　　（　　年　　月　　日生） 

業務に従事する 
事務所の名称 
及 び 所 在 地 

この者は、宅地建物取引業者の従業者であること 
を証明します。 

証明書有効期間　　　年　　　月　　　日から 
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで 

免 許 証 番 号　国土交通大臣 
　　　　　　　　　　　　知事

（　）第　　　　号 

商号又は名称 

主たる事務所の所在地 

代 表 者 氏 名 印 

（　　年　　月撮影） 

写　真 

2.4cm2.4cm

3
.0
cm

3
.0
cm

8.547cm以上　8.572cm以下 

5
.3
9
2
cm
以
上
　
5
.4
0
3
cm
以
下
 

表 

備　　考 

　宅地建物取引業法抜すい 　 

第４８条　宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、

従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させな

ければ、その者をその業務に従事させてはならない。 

２　従業者は、取引の関係者の請求があったときは、前項の証明

書を提示しなければならない。 

証明書番号のつけ方 
1　従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。 
敢　第１けた及び第２けたには、当該従業者が雇用された

年を西暦で表したときの西暦年の下２けたを記載するも

のとする。 

柑　第３けた及び第４けたには、当該従業者が雇用された

月を記載するものとする。ただし、その月が１月から９月

までである場合においては、第３けたは０とし、第４け

たにその月を記載するものとする。 

桓　第５けた以下には、従業者ごとに、重複がないように

付した番号を記載するものとする。 

2　業務に従事する事務所に変更があったときは、裏面に変
更後の内容を記入し、事務所の長の印を押印すること。 

3　従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記
入すること。 

4　用紙の色彩は青色以外とすること。 

5　証明書の有効期間は５年以下とすること。 裏 

宅地建物取引業法第48条

埼玉県宅建協会入会時に無料配布 埼玉県宅建協会入会時に無料配布
埼玉県宅建協会ホームページよりダウンロード可
（会員専用コンテンツ）
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9 政令第2条の2で定める使用人（政令使用人）の設置政令第2条の2で定める使用人（政令使用人）の設置

8 専任の宅地建物取引士の設置専任の宅地建物取引士の設置

　政令使用人とは、宅建業者の使用人で、宅建業に関

し宅地建物取引業法に定める事務所の代表者で、事務

所における契約締結権限を当該宅建業者から委譲され

ている者のことです。

　契約締結権を有する代表取締役が常勤しない場合、

事務所に常勤している者で契約締結権を有する者を政

令使用人として設置する必要があります。

10 変更事項の届出変更事項の届出

　(8) 政令で定める使用人の就任、退任、改姓・改名　以下の変更事項について、変更があった場合には、

免許権者（埼玉県知事、国土交通大臣）に届出が必要

となります。

　(1) 商号又は名称

　(2) 主たる事務所（本店）の移転

　(3) 従たる事務所（支店等）の新設、移転、廃止

　(4) 個人免許代表者の改姓・改名

　(5)法人免許代表者の改姓・改名、法人代表者の交代

　(6) 法人役員の就任、退任、改姓・改名

　(7)専任の宅地建物取引士の就任、退任、改姓・改名

※上記(1)から (8)までの変更届の届出期間は変更事由が生

じた日より 30日以内です。

※会員は埼玉県庁への届出後、14日以内に埼玉県宅建協会

へ (1) から (5) の変更について「正会員名簿登録事項変更

届」を提出して下さい。

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3

宅地建物取引業法施行令第2条の2

宅地建物取引業法第9条

　事務所には、業務に従事する者 5名に 1名以上の成

年者である専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

なお、専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、

2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりま

せん。

　また、宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状

態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士

と、それ以外の一般の宅地建物取引士とがあります。

どちらも、重要事項説明等宅地建物取引士としての業

務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は業務に

従事する事務所ごとに「専任」でなければなりません。

「専任の宅地建物取引士」の専任性について

　「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む

事務所に常勤（宅地建物取引業者の通常の勤務時間を

勤務することをいう。）して、専ら宅地建物取引業に従

事する状態をいう。ただし、当該事務所が宅地建物取

引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所

において一時的に宅地建物取引業の業務が行われてい

ない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支

えはありません。

業務に従事する者の範囲について（規則第15条の5の3関係）

①宅地建物取引業のみを営む者の場合について

　原則として、代表者、役員（非常勤の役員を除く。）

及びすべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転

手等の業務に従事する者も対象となりますが、宅地

建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に

従事する者はこれに該当しません。

②他の業種を兼業している者の場合について

　代表者、宅地建物取引業を担当する役員（非常勤

の役員及び主として他の業種も担当し宅地建物取引

業の業務の比重が小さい役員を除く。）及び宅地建物

取引業の業務に従事する者が含まれ、宅地建物取引

業を主として営む者にあっては、全体を統括する一

般管理部門の職員も該当します。
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①保証金の供託又は保険加入の義務付け

②資力確保措置の届出義務

　新築住宅を引き渡した宅建業者は、毎基準日（3月 31日・9月 30日）から 3週間以内に、保証金の供

託又は保険加入の状況について、宅建業の免許を受けた大臣又は知事に届け出なければなりません。

【届出時期】　基準日から 3週間以内（毎年 4月 1日～ 21日及び 10月 1日～ 21日に行うことが必要

となります）

【届出書類】

　・届出書（宅建業者の方は住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第 7号様式）
　※届出書の様式は、国交省HPからダウンロードすることができます。
※保険に加入している場合、保険法人から送付される ｢保険契約締結証明書 ｣及び ｢明細 ｣の記載内容をもとに届

出書を作成して下さい。

　・引き渡し物件の一覧表（同施行規則に定める第 7号の 2様式）
※保険に加入している場合、保険法人から送付される ｢明細 ｣に自社情報を記載・押印すれば、届出添付書類（引

き渡し物件一覧表）として利用することができます。

　・供託書の写し（新たに保証金を供託した場合）

　・保険法人が発行する保険契約を証する書面（新たに保険契約を締結した場合）
※保険に加入している場合、基準日後に保険法人から ｢保険契約締結証明書 ｣及び ｢明細 ｣が送付されます。いず

れも届出時の提出書類となるものですので、これらの書類記載内容を必ずご確認下さい。記載内容に間違いがあ

る場合は、速やかに保険法人にご連絡下さい。

③帳簿（取引台帳）の記載事項・保存期間の変更（宅地建物取引業法施行規則第 18条）

　新築住宅を販売する宅建業者に資力確保措置及びその内容の届出が義務付けられることに伴い、宅

地建物取引業法第 49条に基づく「帳簿」の記載事項・保存期間が変更されることになりました。

【記載事項】　新築住宅の売買の場合には、下記の事項を追加

　・引き渡し年月日

　・床面積

　・（共同分譲の場合の）販売瑕疵負担割合

　・（保険加入している場合）保険法人の名称

【保存期間】　新築住宅の売買の場合には、10年間保存　←　従来は 5年間

④供託又は保険内容に関する重要事項説明

　新築住宅の販売を行う宅建業者は、重要事項説明において、自らが講じる資力確保措置の内容につ

いて説明しなければなりません。

1 住宅瑕疵担保履行法関係住宅瑕疵担保履行法関係
　平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行

されました。この法律により、宅地建物取引業者が新

築住宅 (住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条

第2項に規定する新築住宅をいう )の売買において自

ら売主となる場合、以下の事項が義務づけられており

ます。

宅建業者の義務について

その他、不動産関係法令等で定められている、
宅地建物取引業者の義務

その他、不動産関係法令等で定められている、
宅地建物取引業者の義務
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　宅地建物取引業者は、政令が定める除外要件に該当していなければ、「個人情報保護取扱事業者」に該当します。

個人情報取扱事業者の義務として次のようなものがあります。

3 個人情報保護法関係個人情報保護法関係

①利用目的の特定、利用目的による制限

②適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等

③データ内容の正確性の確保

④安全管理措置、従業者・委託先の監督

⑤第 3者提供の制限

⑥公表等、開示、訂正等、利用停止等

⑦苦情の処理

　道路上に広告物を置いたり、電柱などにはり紙や立看板を表示すると、街の美観を損ねるとともに、道路交通

の妨げになります。　

　そのため、埼玉県屋外広告物条例では次の行為を禁止しています。　

○分譲物件の内容や案内矢印等を表示したはり紙やはり札を貼り付けたカラーコーン、台座等を道路上に設置

すること。

○広告旗、立看板（台を含む）を道路上に設置すること。

○道路に接する場所に設置した広告旗等が道路上にはみ出ること。

○電柱、信号機、街路樹、消火栓、車止めポール等の道路構造物に、はり紙、はり札、広告旗、立看板を貼り

付けたり、くくり付けること。

4 屋外広告物条例屋外広告物条例

個人情報取扱事業者の義務

　平成 20年 3月 1日から犯罪収益移転防止法が施行され

ました。この法律により、宅建業者には、宅地建物の売買

において自ら当事者となる場合又はその代理・媒介に係る

業務を行うにあたり、本人特定事項等の確認、本人確認記

録及び取引記録の作成・保存（7年間保存）、疑わしい取引

の届出がそれぞれ義務づけされることになりました。

2 犯罪収益移転防止法関係犯罪収益移転防止法関係

埼玉県宅建協会入会時に無料配布
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　平成 23年 8月 1日より埼玉県暴力団排

除条例が施行されました。この条例によ

り、宅建業者には、以下の事項が定められ

ました。

5 埼玉県暴力団排除条例埼玉県暴力団排除条例

①譲渡又は貸付けの相手方が、不動産を暴力団事務所に使用しないことを確認する

よう努める必要があります。

②暴力団事務所として使用することを知りながら、不動産の譲渡又は貸付けをする

ことを禁止します。（違反した場合は、勧告・公表の対象となります。）

③不動産の譲渡・賃貸契約において、次の事項を定めるようお願いします。

ア　不動産を暴力団事務所として使用してはならないこと。

イ　暴力団事務所として使用されることが分かったときは、催告することを要し

ない契約の解除、買戻し等ができること。

①不動産を譲渡又は貸付けをしようとする方に対して、不動産が暴力団事務所とし

て使用されることがないよう、必要な助言などを行う必要があります。

②不動産が暴力団事務所として使用されることを知りながら譲渡等の代理又は媒介

を行うことを禁止します。（違反した場合は、勧告・公表の対象となります。）

不動産の譲渡等をしようとする者の責務（第23条）

不動産の譲渡等の代理等をする者の責務（第24条）

埼玉県宅建協会入会時に無料配布

　これらに違反した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられることがあります。

うち宅地建物に関するもの摘発件数

３５件（６７.３％）５２件平成２５年

３３件（７０.２％）４７件平成２６年

県条例の規定に関することは下記までお問い合わせください。

※埼玉県内において屋外広告物条例違反で摘発された件数

発　　行：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

〒３３０－９３０１　さいたま市浦和区高砂３－１５－１

電　　話：０４８－８３０－５５２８　　　　Ｅメール：a5540-02@pref.saitama.lg.jp

※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。お問い合わせは
各市の窓口にお願いします。
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会員之証　B 4 判（厚3mm）、アクリル製

その他、埼玉県宅建協会会員の義務その他、埼玉県宅建協会会員の義務

事務所に 

掲示します 

　会員は、埼玉県宅建協会入会時に入会者全員に無料配布している『公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会

員之章』を掲示しなければなりません。

　また会員は、全宅保証入会時に入会者全員に貸与している、『公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員之

証』を掲示しなければなりません。

1 埼玉県宅建協会会員之章・全宅保証会員之証埼玉県宅建協会会員之章・全宅保証会員之証

6 不動産広告の規制について不動産広告の規制について

　一般消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守るため、内閣総理

大臣及び公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約が設定されていま

す。不動産業界では、以下の 2つの公正競争規約が設定されています。

①不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）

②不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（景品規約）

※公正競争規約に違反する行為をした場合には、

　警告及び違約金等が課せられます。

広告表示・景品提供に関する相談窓口

（公社）首都圏不動産公正取引協議会

03－ 3261 － 3811 埼玉県宅建協会入会時に無料配布

会員之章　A4判サイズ（210 × 297㎜）
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2 埼玉県宅建協会の写真入業者証等埼玉県宅建協会の写真入業者証等

▼

埼玉県宅建
協会入会時
に無料配布

埼玉県宅建協会入会時に無料配布
埼玉県宅建協会ホームページよりダウンロード可（会員専用コンテンツ）

埼玉県宅建協会入会時に無料配布
埼玉県宅建協会ホームページよりダウンロード可（会員専用コンテンツ）

埼玉県のマスコット
コバトン

変　更更　新新　規掲示物の種類

変更届
行政届出日

免許更新
有効期間
初日の前日
（免許年月日）

宅建協会
入会日
（分担金　
　供託日）

「証」

同　上
宅地建物
取引士証
交付年月日

同　上
「専任の宅地
建物取引士
設置証明証」

同　上

免許更新
有効期間
初日の前日
（免許年月日）

同　上

「政令第 2
条の 2で定
める使用人
設置証明証」

■協会制定掲示物の証明日の付け方について

　会員は、埼玉県宅建協会指定の代表者の写真入り『証』、専任の宅地建物取引士の写真入りの『設置証明証』

を掲示しなければなりません。また、支店の場合には前記 2種類の他にも『政令第 2条の 2で定める使用人設置

証明証』を掲示する必要があります。
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至
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口 

円
蔵
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至
大
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至
大
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ローソン 

滝本眼科 

至草加 
埼玉りそな銀行 埼玉りそな銀行 

パルコ 

Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線 

国
　
道
　
１７
　
号 

産
　
　
業
　
　
道
　
　
路 

東

通

り

 

浦和・草加線  

埼玉県  
宅建会館  

埼玉県宅建会館案内図 

浦和駅（東口）徒歩約5分 

さあ、こ
れで準備

万端！

皆様のご
活躍を

応援して
います。

困ったこ
とがあっ

たら

埼玉宅建
協会事務

局に

相談して
下さいネ

！

埼玉県のマスコット
コバトン

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会 048-811-1820（代表）

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部 048-811-1868（直通）

入会に関するお問い合わせは 048-811-1820（代表）

宅地建物取引士法定講習会および　　　　　　
宅地建物取引士登録等に関するお問い合わせは
�  048-811-1830（直通）

レインズに関するお問い合わせは 048-811-1840（直通）

ハトマークサイト埼玉に関するお問い合わせは 048-811-1840（直通）

不動産取引に関するご相談は　048-811-1818（毎週月・水・金　10：00～ 15：00）

※開催日等の詳細は 7ページをご参照下さい。



■埼玉県　■各種相談機関　■宅建業関係所管課
■全宅連関連団体　■不動産関連団体　■税務署
■法務局　■県土整備事務所　■さいたま地方法
務局管内の公証役場　■裁判所　■ＡＤＲ（裁判
外紛争処理機関）　■埼玉県庁・市区町村役場

仕事に役立つ電話帳仕事に役立つ電話帳

埼玉県のマスコット　コバトン



不動産取引についての問い合わせ・相談窓口
■埼玉県

①宅地建物取引業法・不動産取引に関する相談、業者名簿の閲覧

②不動産取引に関わる民事相談（県民相談機関）

③埼玉県住宅供給公社

④建築についての相談

⑤建設工事の紛争相談

⑥土地の開発（宅地開発）についての相談

■各種相談機関

①不動産広告についての相談

②住宅に関する相談（欠陥住宅、住宅部品の不良・欠陥、シックハウス症候群等）

名称 所在地 TEL

県民相談総合センター
（面接相談）

さいたま市浦和区高砂 3－15－1
（県庁第 2庁舎）

０４８－８３０－７８３０（直通）

消費生活支援センター川口 川口市上青木 3－12－18 SKIPシティＡ1街区 2F ０４８－２６１－０９９９（直通）

消費生活支援センター川越 川越市新宿町 1－17－17（ウェスタ川越内） ０４９－２４７－０８８８（直通）

消費生活支援センター春日部 春日部市大沼 1－76（春日部地方庁舎内） ０４８－７３４－０９９９（直通）

消費生活支援センター熊谷 熊谷市箱田 5－13－1 ０４８－５２４－０９９９（直通）

名称 所在地 TEL

埼玉県庁都市整備部
都市計画課開発指導担当

さいたま市浦和区高砂 3－15－1
（県庁第 2庁舎）

０４８－８３０－５４７８（直通）

名称 所在地 TEL

埼玉県庁県土整備部
建設管理課紛争相談・指導監督担当

さいたま市浦和区高砂 3－15－1
（県庁第 2庁舎）

０４８－８３０－５１７１（直通）

名称 所在地 TEL
埼玉県庁都市整備部建築安全課 さいたま市浦和区高砂 3－15－1（県庁第 2庁舎）０４８－８３０－５５１９（直通）

名称 所在地 TEL

埼玉県庁都市整備部
建築安全課宅建相談・指導担当

さいたま市浦和区高砂 3－15－1
（県庁第 2庁舎）

０４８－８３０－５４８８（直通）

名称 所在地 TEL

住まい相談プラザ
さいたま市大宮区錦町 630
（大宮駅西口コンコース内）

０４８－６５８－３０１７（直通）

名称 所在地 TEL

公益社団法人
首都圏不動産公正取引協議会

東京都千代田区麹町 1－3
ニッセイ半蔵門ビル 3F

０３－３２６１－３８１１（代表）

名称 所在地 TEL

公益財団法人住宅リフォーム・
紛争処理支援センター

東京都千代田区九段北 4－1－7
九段センタービル 3F

０５７０－０１６－１００（直通）
電話相談窓口

● ●

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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③(公社)日本建築家協会関東甲信越支部（建築基準法等規制・設計、技術的問題、工事費問題等）

④（公財）建設業適正取引推進機構(建設工事の請負契約をめぐる取引上の苦情、トラブルの相談)

⑤埼玉弁護士会法律相談センター

⑥法テラス（法的トラブル解決のための総合案内所）

⑦国民生活センター（商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せ等）

⑧独立行政法人住宅金融支援機構（フラット35・技術基準に関する相談等）

⑨（一社）全国銀行協会の「銀行とりひき相談所」（銀行との取引やローン返済に関する問題）

⑩（一社）日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」

⑪個人情報保護委員会（個人情報保護法に関する解釈などについての疑問）

名称 所在地 TEL

埼玉弁護士会
法律相談センター

さいたま市浦和区高砂 4－2－1
浦和高砂パークハウス 1F

０４８－７１０－５６６６
（予約・問合せ番号）

埼玉弁護士会
川越支部法律相談センター

川越市宮下町 2－1－2 福田ビル 1F
（さいたま地方裁判所川越支部西隣り）

０４９－２２５－４２７９
（予約・問合せ番号）

埼玉弁護士会
熊谷支部法律相談センター

熊谷市宮町 1－41 宮町ビル
埼玉弁護士会熊谷支部会館

０４８－５２１－０８４４
（予約・問合せ番号）

埼玉弁護士会
越谷支部法律相談センター

越谷市東越谷 9－49－2
MACビル 2F

０４８－９６２－１１８８
（予約・問合せ番号）

埼玉弁護士会
秩父支部法律相談センター

秩父市宮側町 1－7
(秩父地域地場産業振興センター)

０４８－５２１－０８４４
（予約・問合せ番号）

名称 所在地 TEL

お客様コールセンター（フラット 35、機構融資、技術基準） ０１２０－０８６０－３５（直通）

名称 所在地 TEL

JIA 関東甲信越支部
建築相談委員会・相談室係

東京都渋谷区神宮前 2－3－18 JIA 館
０３－３４０８－８２９３（直通）
予約電話番号

名称 所在地 TEL

法テラス本部 東京都中野区本町 1－32－2 ハーモニータワー 8F ０５７０－０７８３７４（直通）

名称 所在地 TEL

国民生活センター 東京都港区高輪 3－13－22（東京） ０３－３４４６－１６２３（直通）

名称 所在地 TEL

建設業取引適正化センター東京 東京都千代田区五番町 12－3 五番町 YSビル 3F ０３－３２３９－５０９５

名称 所在地 TEL

銀行とりひき相談所（埼玉） さいたま市浦和区高砂 2－6－5 ０４８－８２９－２１５１（直通）

名称 所在地 TEL

そんぽADRセンター 東京都千代田区神田淡路町 2－9
ナビダイヤル（有料）
携 帯からは

０５７０－０２２８０８
０３－４３３２－５２４１

名称 所在地 TEL

個人情報保護法質問ダイヤル 東京都千代田区霞が関 3－2－1 ０３－６４５７－９８４９

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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■宅建業関係所管課

■全宅連関連団体

名称 所在地 TEL

国土交通省
土地・建設産業局不動産業課

東京都千代田区霞が関 2－1－3 ０３－５２５３－８１１１（代表）

関東地方整備局
建政部建設産業第二課不動産業第一係

さいたま市中央区新都心 2－1
さいたま新都心合同庁舎 2号館

０４８－６０１－３１５１（代表）

東京都 都市整備局住宅政策推進部
不動産業課指導相談係

東京都新宿区西新宿 2－8－1
０３－５３２１－１１１１（代表）
０３－５３２０－５０７１（直通）

神奈川県 県土整備局事業管理部
建設業課横浜駐在事務所宅建指導担当

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2－24－2
かながわ県民センター 4階

０４５－２１０－１１１１（代表）
０４５－３１３－０７２２（直通）

千葉県 県土整備部
建設不動産業課不動産業班

千葉県千葉市中央区市場町 1－1
０４３－２２３－２１１０（代表）
０４３－２２３－３２３８（直通）

栃木県 県土整備部
住宅課 宅地指導担当

栃木県宇都宮市塙田 1－1－20
０２８－６２３－２３２３（代表）
０２８－６２３－２４８８（直通）

群馬県 県土整備部
住宅政策課宅建業係

群馬県前橋市大手町 1－1－1
０２７－２２３－１１１１（代表）
０２７－２２６－３５２５（直通）

茨城県 土木部都市局
建築指導課

茨城県水戸市笠原町 978－6
０２９－３０１－１１１１（代表）
０２９－３０１－４７２２（直通）

名称 所在地 TEL
（公社）全国宅地建物取引業協会連合会 東京都千代田区岩本町 2－6－3 ０３－５８２１－８１１１（代表）

（公社）全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区岩本町 2－6－3 ０３－５８２１－８１２１（代表）

（一社）全国賃貸不動産管理業協会 東京都千代田区岩本町 2－6－3 ０３－３８６５－７０３１（代表）

北
海
道
・
東
北
・
甲
信
越

（公社）北海道宅地建物取引業協会 北海道札幌市中央区北一条西 17－1 ０１１－６４２－４４２２（代表）

（公社）青森県宅地建物取引業協会 青森県青森市長島 3－11－12 ０１７－７２２－４０８６（代表）

（一社）岩手県宅地建物取引業協会 岩手県盛岡市前九年 1－9－30 ０１９－６４６－１１１１（代表）

（公社）秋田県宅地建物取引業協会 秋田県秋田市川尻大川町 1－33 ０１８－８６５－１６７１（代表）

（公社）山形県宅地建物取引業協会 山形県山形市松波 1－10－1 ０２３－６２３－７５０２（代表）

（公社）宮城県宅地建物取引業協会 宮城県仙台市青葉区国分町 3－4－18 ０２２－２６６－００１１（代表）

（公社）福島県宅地建物取引業協会 福島県福島市野田町 6－3－3 ０２４－５３１－３４４５（代表）

（公社）新潟県宅地建物取引業協会 新潟県新潟市中央区明石 1－3－10 ０２５－２４７－１１７７（代表）

（一社）長野県宅地建物取引業協会 長野県長野市南県町 999－10 ０２６－２２６－５４５４（代表）

（公社）山梨県宅地建物取引業協会 山梨県甲府市下小河原町 237－5 ０５５－２４３－４３００（代表）

関
東

（公社）茨城県宅地建物取引業協会 茨城県水戸市金町 3－1－3 ０２９－２２７－００９５（代表）

（公社）栃木県宅地建物取引業協会 栃木県宇都宮市西一の沢町 6－27 ０２８－６３４－５６１１（代表）

（一社）群馬県宅地建物取引業協会 群馬県前橋市天川大島町 1－4－37 ０２７－２４３－３３８８（代表）

（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 6－15 ０４８－８１１－１８２０（代表）

（一社）千葉県宅地建物取引業協会 千葉県千葉市中央区中央港 1－17－3 ０４３－２４１－６６７１（代表）

（公社）東京都宅地建物取引業協会 東京都千代田区富士見 2－2－4 ０３－３２６４－５８３１（代表）

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 神奈川県横浜市中区住吉町 6－76－3 ０４５－６３３－３０３０（代表）

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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名称 所在地 TEL

中
部

（公社）富山県宅地建物取引業協会 富山県富山市元町 2－3－11 ０７６－４２５－５５１４（代表）

（公社）石川県宅地建物取引業協会 石川県金沢市大豆田本町ロ 46－8 ０７６－２９１－２２５５（代表）

（公社）福井県宅地建物取引業協会 福井県福井市宝永 4－4－3 ０７７６－２４－０６８０（代表）

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会 岐阜県岐阜市六条南 2－5－3 ０５８－２７５－１５５１（代表）

（公社）静岡県宅地建物取引業協会 静岡県静岡市葵区鷹匠 3－18－16 ０５４－２４６－１５１１（代表）

（公社）愛知県宅地建物取引業協会 愛知県名古屋市西区城西 5－1－14 ０５２－５２２－２５７５（代表）

（公社）三重県宅地建物取引業協会 三重県津市上浜町 1－6－1 ０５９－２２７－５０１８（代表）

近
畿

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会 滋賀県大津市京町 3－1－3 ０７７－５２４－５４５６（代表）

（公社）京都府宅地建物取引業協会 京都府京都市上京区中立売通新町西入三丁町 453－3 ０７５－４１５－２１２１（代表）

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 大阪府大阪市中央区船越町 2－2－1 ０６－６９４３－０６２１（代表）

（一社）兵庫県宅地建物取引業協会 兵庫県神戸市中央区北長狭通 5－5－26 ０７８－３８２－０１４１（代表）

（公社）奈良県宅地建物取引業協会 奈良県奈良市大安寺 6－20－3 ０７４２－６１－４５２８（代表）

（公社）和歌山県宅地建物取引業協会 和歌山県和歌山市太田 143－3 ０７３－４７１－６０００（代表）

中
国
・
四
国

（公社）鳥取県宅地建物取引業協会 鳥取県鳥取市川端 2－125 ０８５７－２３－３５６９（代表）

（公社）島根県宅地建物取引業協会 島根県松江市寺町 210－1 ０８５２－２３－６７２８（代表）

（一社）岡山県宅地建物取引業協会 岡山県岡山市北区駅前町 2－5－28 ０８６－２２２－２１３１（代表）

（公社）広島県宅地建物取引業協会 広島県広島市中区昭和町 11－5 ０８２－２４３－００１１（代表）

（一社）山口県宅地建物取引業協会 山口県山口市小郡黄金町 5－16 ０８３－９７３－７１１１（代表）

（公社）徳島県宅地建物取引業協会 徳島県徳島市万代町 5－1－5 ０８８－６２５－０３１８（代表）

（公社）香川県宅地建物取引業協会 香川県高松市松福町 1－10－5 ０８７－８２３－２３００（代表）

（公社）愛媛県宅地建物取引業協会 愛媛県松山市平和通 6－5－1 ０８９－９４３－２１８４（代表）

（公社）高知県宅地建物取引業協会 高知県高知市上町 1－9－1 ０８８－８２３－２００１（代表）

九
州
・
沖
縄

（公社）福岡県宅地建物取引業協会 福岡県福岡市東区馬出 1－13－10 ０９２－６３１－１７１７（代表）

（一社）佐賀県宅地建物取引業協会 佐賀県佐賀市神野東 4－1－10 ０９５２－３２－７１２０（代表）

（公社）長崎県宅地建物取引業協会 長崎県長崎市目覚町 3－19 ０９５－８４８－３８８８（代表）

（一社）熊本県宅地建物取引業協会 熊本県熊本市中央区水前寺 6－1－31 ０９６－２１３－１３５５（代表）

（一社）大分県宅地建物取引業協会 大分県大分市顕徳町 2－4－15 ０９７－５３６－３７５８（代表）

（一社）宮崎県宅地建物取引業協会 宮崎県宮崎市潮見町 20－1 ０９８５－２６－４５２２（代表）

（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会 鹿児島県鹿児島市上之園町 24－4 ０９９－２５２－７１１１（代表）

（公社）沖縄県宅地建物取引業協会 沖縄県那覇市泉崎 1－12－7 ０９８－８６１－３４０２（代表）

（一財）ハトマーク支援機構 東京都千代田区岩本町 2－6－3 ０３－５８２１－０６７７（代表）

全宅住宅ローン（株） 東京都千代田区内神田 2－16－9 ０１２０－１７４－３４３

全宅ファイナンス（株） 東京都千代田区内神田 2－16－9 ０３－６２０６－０４３１（代表）

（一財）不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門 3－8－21 ０３－３４３５－８１１１（代表）

（公財）不動産流通推進センター 東京都千代田区永田町 1－11－30 ０３－５８４３－２０７０（代表）

（不動産相談コーナー） ０３－５８４３－２０８１（専用）

（不動産コンサルティング技能資格について） ０３－５８４３－２０７９（専用）

（公財）東日本不動産流通機構 東京都千代田区鍛冶町 2－3－2 ０３－５２９６－９３５０（直通）

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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■不動産関連団体

■税務署

■法務局

略称について

株式会社 ��（株）
一般社団法人 ��（一社）

公益社団法人 ��（公社）
一般財団法人 ��（一財）

公益財団法人 ��（公財）
となっております

名称 所在地 TEL
上尾税務署 上尾市大字西門前 577 ０４８－７７０－１８００（代表）

朝霞税務署 朝霞市本町 1－1－46 ０４８－４６７－２２１１（代表）

浦和税務署
さいたま市中央区新都心 1－1
さいたま新都心合同庁舎 1号館

０４８－６００－５４００（代表）

大宮税務署 さいたま市大宮区土手町 3－184 ０４８－６４１－４９４５（代表）

春日部税務署 春日部市大沼 2－12－1 ０４８－７３３－２１１１（代表）

川口税務署 川口市青木 2－2－17 ０４８－２５２－５１４１（代表）

川越税務署 川越市大字並木 452－2 ０４９－２３５－９４１１（代表）

行田税務署 行田市栄町 17－15 ０４８－５５６－２１２１（代表）

熊谷税務署 熊谷市仲町 41 ０４８－５２１－２９０５（代表）

越谷税務署 越谷市赤山町 5－7－47 ０４８－９６５－８１１１（代表）

秩父税務署 秩父市日野田町 1－2－41 ０４９４－２２－４４３３（代表）

所沢税務署 所沢市並木 1－7 ０４－２９９３－９１１１（代表）

西川口税務署 川口市西川口 4－6－18 ０４８－２５３－４０６１（代表）

東松山税務署 東松山市箭弓町 1－8－14 ０４９３－２２－０９９０（代表）

本庄税務署 本庄市駅南 2－25－16 ０４９５－２２－２１１１（代表）

名称 所在地 TEL
埼玉司法書士会 さいたま市浦和区高砂 3－16－58 ０４８－８６３－７８６１（代表）

埼玉土地家屋調査士会 さいたま市浦和区高砂 4－14－1 ０４８－８６２－３１７３（代表）

（一社）埼玉建築士会 さいたま市南区鹿手袋 4－1－7 ０４８－８６１－８２２１（代表）

（一社）埼玉県建築士事務所協会 さいたま市南区鹿手袋 4－1－7 ０４８－８６４－９３１３（代表）

（公社）埼玉県不動産鑑定士協会 さいたま市浦和区高砂 3－10－4 ０４８－８３８－０４８３（代表）

埼玉県行政書士会 さいたま市浦和区仲町 3－11－11 ０４８－８３３－０９００（代表）

名称 所在地 TEL
さいたま地方法務局本局 さいたま市中央区下落合 5－12－1 ０４８－８５１－１０００（代表）

川口出張所 川口市中青木 2－19－5 ０４８－２５５－４８４４（代表）

志木出張所 志木市本町 1－4－25 ０４８－４７６－１２３０（代表）

川越支局 川越市大字豊田本 277－3 ０４９－２４３－３８２４（代表）

坂戸出張所 坂戸市千代田 1－2－9 ０４９－２８１－０３４２（代表）

熊谷支局 熊谷市筑波 3－39－1 ０４８－５２４－８８０５（代表）

本庄出張所 本庄市早稲田の杜 4－10－1 ０４９５－２２－３２６４（代表）

鴻巣出張所 鴻巣市中央 27－27 ０４８－５４１－０７７６（代表）

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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■県土整備事務所

■さいたま地方法務局管内の公証役場

名称 所在地 TEL
上尾出張所 上尾市大字西門前 753－1 ０４８－７７１－０２３９（代表）

秩父支局 秩父市桜木町 12－28 ０４９４－２２－０８２７（代表）

所沢支局 所沢市並木 6－1－5 ０４－２９９２－２６７７（代表）

飯能出張所 飯能市双柳 94－15 ０４２－９７２－２５８０（代表）

東松山支局 東松山市加美町 1－16 ０４９３－２２－０３７９（代表）

越谷支局 越谷市東越谷 9－34－1 ０４８－９６６－１３２１（代表）

春日部出張所 春日部市中央 3－11－8 ０４８－７５２－２３３９（代表）

草加出張所 草加市八幡町 735－1 ０４８－９３６－０３５４（代表）

久喜支局 久喜市本町 4－5－28 ０４８０－２１－０２１５（代表）

東京法務局民事行政部後見登録課
（成年後見登記）

東京都千代田区九段南 1－1－15
九段第２合同庁舎

０３－５２１３－１３６０（直通）

名称 所在地 TEL
さいたま県土整備事務所 さいたま市南区沼影 2－4－7 ０４８－８６１－２４９５（代表）

朝霞県土整備事務所 朝霞市浜崎 678 ０４８－４７１－４６６１（代表）

北本県土整備事務所 北本市東間 3－143 ０４８－５４０－８２００（代表）

川越県土整備事務所 川越市旭町 2－13－6 ０４９－２４３－２０２０（代表）

飯能県土整備事務所 飯能市双柳 75 ０４２－９７３－２２８１（代表）

東松山県土整備事務所 東松山市六軒町 5－1 ０４９３－２２－２３３３（代表）

秩父県土整備事務所 秩父市下影森 1002－1 ０４９４－２２－３７１５（代表）

本庄県土整備事務所 本庄市北堀 818－1 ０４９５－２１－３１４１（代表）

熊谷県土整備事務所 熊谷市新堀 500 ０４８－５３３－８７７８（代表）

行田県土整備事務所 行田市長野 943 ０４８－５５４－５２１１（代表）

越谷県土整備事務所 越谷市越ヶ谷 4－2－82 ０４８－９６４－５２２１（代表）

杉戸県土整備事務所 北葛飾郡杉戸町杉戸 432 ０４８０－３４－２３８１（代表）

名称 所在地 TEL
浦和公証センター さいたま市浦和区高砂 3－7－2タニグチビル 3階 ０４８－８３１－１９５１（代表）

川口公証役場 川口市本町 4－1－5 高橋ビル 2階 ０４８－２２３－０９１１（代表）

大宮公証センター さいたま市大宮区桜木町 1－7－5 ソニックシティビル 8階０４８－６４２－４３５５（代表）

越谷公証役場 越谷市越ヶ谷 2－2－1 浜野ビル 403号室 ０４８－９６２－２７９６（代表）

春日部公証役場 春日部市中央 5－1－29 ０４８－７３５－７２００（代表）

川越公証役場 川越市新富町 2－22 八十二銀行ビル 5階 ０４９－２２４－９４５４（代表）

所沢公証役場 所沢市西新井町 20－10 西新井パークフラット ０４－２９９４－２３２３（代表）

熊谷公証役場 熊谷市筑波 3－4 熊谷朝日八十二ビル 4階 ０４８－５２４－９７３３（代表）

東松山公証役場 東松山市箭弓町 1－13－20 光越園ビル 3階 ０４９３－２３－４４１３（代表）

秩父公証役場 秩父市野坂町 1－20－31 MTビル 1階 ０４９４－２３－３７８８（代表）

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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■裁判所

■ADR（裁判外紛争処理機関）

①埼玉県庁の建設工事請負契約に関する紛争処理機関

②住宅紛争処理機関（評価住宅又は保険付き住宅に係わる紛争処理）

③土地の境界紛争処理

④埼玉弁護士会の話合いによる紛争の早期解決の制度

名称 所在地 TEL

さいたま地方裁判所（民事部訟廷事務室庶務）
さいたま市浦和区
高砂 3－16－45

０４８－８６３－８５８６（直通）

さいたま家庭裁判所（家事部訟廷事務室家事受付） ０４８－８６３－８８４４（直通）

さいたま簡易裁判所（民事受付） ０４８－８６３－８７３９（直通）

さいたま地方裁判所越谷支部（民事書記官室訟廷）

越谷市東越谷 9－34－2

０４８－９１０－０１１７（直通）

さいたま家庭裁判所越谷支部（書記官室受付） ０４８－９１０－０１３２（直通）

越谷簡易裁判所（民事書記官室調停・受付） ０４８－９１０－０１２７（直通）

さいたま地方裁判所川越支部（民事書記官室訟廷）

川越市宮下町 2－1－3

０４９－２７３－３００３（直通）

さいたま家庭裁判所川越支部（家事書記官室受付係） ０４９－２７３－３０３６（直通）

川越簡易裁判所（民事係受付・調停・保全） ０４９－２７３－３０２０（直通）

さいたま地方裁判所熊谷支部（訟廷）

熊谷市宮町 1－68

０４８－５００－３１０２（直通）

さいたま家庭裁判所熊谷支部（受付係・審判係・後見係） ０４８－５００－３１１３（直通）

熊谷簡易裁判所（受付係） ０４８－５００－３１２３（直通）

さいたま地方裁判所秩父支部

秩父市上町 2－9－12 ０４９４－２２－０２２６（代表）さいたま家庭裁判所秩父支部

秩父簡易裁判所

川口簡易裁判所 川口市中青木 2－22－5 ０４８－２５２－３７７０（代表）

大宮簡易裁判所
さいたま市大宮区
高鼻町 3－140

０４８－６４１－４２８８（代表）

さいたま家庭裁判所久喜出張所
久喜市久喜東 1－15－3 ０４８０－２１－０１５７（代表）

久喜簡易裁判所

さいたま家庭裁判所飯能出張所
飯能市大字双柳 371 ０４２－９７２－２３４２（代表）

飯能簡易裁判所

所沢簡易裁判所 所沢市並木 6－1－4 ０４－２９９６－１８０１（代表）

本庄簡易裁判所 本庄市北堀 1394－3 ０４９５－２２－２５１４（代表）

名称 所在地 TEL

埼玉弁護士会示談あっせん・
仲裁センター

さいたま市浦和区高砂 4－2－1
浦和高砂パークハウス

０４８－７１０－５６６６（直通）

名称 所在地 TEL

境界問題相談センター埼玉
さいたま市浦和区高砂 4－14－1
埼玉土地家屋調査士会内

０４８－８３７－１５３３（直通）

名称 所在地 TEL

埼玉住宅紛争審査会
さいたま市浦和区高砂 4－2－1
浦和高砂パークハウス 1階

０４８－７１０－５７８３（直通）

名称 所在地 TEL

埼玉県建設工事紛争審査会
（県土整備政策課訟務担当）

さいたま市浦和区高砂 3－15－1
（県庁第 2庁舎 2階）

０４８－８３０－５２６２（直通）

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。
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　公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は、昭和42年に埼玉県知事の認可を受けて設立され、以

来、宅建業者の力強いビジネスパートナーとして、一般消費者の心強い「住」パートナーとして、消

費生活の安定・向上、宅地建物取引業の健全な発達に努めて参りました。平成24年には、その事業

活動の公益性が認められ社団法人から公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会として新たな一歩を踏

み出しました。 

　現在、県内の宅建業者の約8割が本会に加入しており目印はシンボルマークでもあるハトマーク

のステッカーが貼ってあるお店です。 

　ハトマークは、私たちが目指していくべき姿の象徴です。2羽の

鳩は（会員とユーザーの）信頼と繁栄を意味し、使用されている色

については、赤色は「太陽」を「緑色」は大地を、そして「白色」

は「取引の公正」を表しています。 

　また、REAL（不動産の、本当の）PARTNER（仲間、協力しあう）

は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり「信頼の絆」がはぐ

くまれるようにとの願いをシンボルマークにこめたものです。 

　さて、この資料は会員の皆様はもちろんのこと、開業をお考えの

方や一般消費者の方にも事業内容などについてご理解いただきたい

との目的で作成されたものです。本書をご熟読いただき公益社団法

人埼玉県宅地建物取引業協会について理解を深めていただければ幸

いです。 

はじめに 

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 

法 令 遵 守 委 員 会  

■埼玉県庁・市区町村役場

市区町村 TEL（代表） 市区町村 TEL（代表） 市区町村 TEL（代表）

埼玉県庁 ０４８－８２４－２１１１ 深谷市 ０４８－５７１－１２１１ 伊奈町 ０４８－７２１－２１１１

さいたま市西区 ０４８－６２２－１１１１ 上尾市 ０４８－７７５－５１１１ 三芳町 ０４９－２５８－００１９

さいたま市北区 ０４８－６５３－１１１１ 草加市 ０４８－９２２－０１５１ 毛呂山町 ０４９－２９５－２１１２

さいたま市大宮区 ０４８－６５７－０１１１ 越谷市 ０４８－９６４－２１１１ 越生町 ０４９－２９２－３１２１

さいたま市見沼区 ０４８－６８７－１１１１ 蕨市 ０４８－４３２－３２００ 滑川町 ０４９３－５６－２２１１

さいたま市中央区 ０４８－８５６－１１１１ 戸田市 ０４８－４４１－１８００ 嵐山町 ０４９３－６２－２１５０

さいたま市桜区 ０４８－８５８－１１１１ 入間市 ０４－２９６４－１１１１ 小川町 ０４９３－７２－１２２１

さいたま市浦和区 ０４８－８２５－１１１１ 朝霞市 ０４８－４６３－１１１１ 川島町 ０４９－２９７－１８１１

さいたま市南区 ０４８－８３８－１１１１ 志木市 ０４８－４７３－１１１１ 吉見町 ０４９３－５４－１５１１

さいたま市緑区 ０４８－８７４－１１１１ 和光市 ０４８－４６４－１１１１ 鳩山町 ０４９－２９６－１２１１

さいたま市岩槻区 ０４８－７９０－０１１１ 新座市 ０４８－４７７－１１１１ ときがわ町 ０４９３－６５－１５２１

川越市 ０４９－２２４－８８１１ 桶川市 ０４８－７８６－３２１１ 横瀬町 ０４９４－２５－０１１１

熊谷市 ０４８－５２４－１１１１ 久喜市 ０４８０－２２－１１１１ 皆野町 ０４９４－６２－１２３０

川口市 ０４８－２５８－１１１０ 北本市 ０４８－５９１－１１１１ 長�町 ０４９４－６６－３１１１

行田市 ０４８－５５６－１１１１ 八潮市 ０４８－９９６－２１１１ 小鹿野町 ０４９４－７５－１２２１

秩父市 ０４９４－２２－２２１１ 富士見市 ０４９－２５１－２７１１ 東秩父村 ０４９３－８２－１２２１

所沢市 ０４－２９９８－１１１１ 三郷市 ０４８－９５３－１１１１ 美里町 ０４９５－７６－１１１１

飯能市 ０４２－９７３－２１１１ 蓮田市 ０４８－７６８－３１１１ 神川町 ０４９５－７７－２１１１

加須市 ０４８０－６２－１１１１ 坂戸市 ０４９－２８３－１３３１ 上里町 ０４９５－３５－１２２１

本庄市 ０４９５－２５－１１１１ 幸手市 ０４８０－４３－１１１１ 寄居町 ０４８－５８１－２１２１

東松山市 ０４９３－２３－２２２１ 鶴ヶ島市 ０４９－２７１－１１１１ 宮代町 ０４８０－３４－１１１１

春日部市 ０４８－７３６－１１１１ 日高市 ０４２－９８９－２１１１ 杉戸町 ０４８０－３３－１１１１

狭山市 ０４－２９５３－１１１１ 吉川市 ０４８－９８２－５１１１ 松伏町 ０４８－９９１－２７１１

羽生市 ０４８－５６１－１１２１ 白岡市 ０４８０－９２－１１１１

鴻巣市 ０４８－５４１－１３２１ ふじみ野市 ０４９－２６１－２６１１

※平成28年 4月現在。なお、名称・所在地・電話番号は変更になる場合があります。



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 さいたま市浦和区東高砂町6－15

TEL　048－811－1820　FAX　048－811－1821

http://www.takuken.or.jp/




