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ハトマーク消費者セミナー開催のご案内
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行について
「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正について
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会からのお知らせ
平成28年度法定講習会日程について
平成28年度一定課程研修会及び一般公開セミナー開催日程について
宅地建物取引士賠償責任保険制度のご案内
青森支部　一般公開セミナー開催報告
八戸支部　一般公開セミナー開催報告
弘前支部　献血活動実施
八戸支部　八戸市長へ要望書提出
新訂版「わかりやすい売買契約書の書き方」の発刊及び書籍価格の変更について
不動産広告Q＆A
管理処分業務委託に関する「業務説明会」のご案内
新入会員紹介
協会の主な活動記録
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【豊富で多彩な会員メリットの数々】
宅建協会は、青森県が唯一設立許可した宅地建物取引業者による団体で、県内の
約8割以上の業者が宅建協会のメンバーです。
・宅建協会に入会することは、社会的信用の獲得につながります。
・広報誌の配布、各種研修会の実施、レインズシステムの利用等、営業活動を強力にサポートします。
・消費者とのトラブルに対し、公正な立場で解決のバックアップをします。
・営業保証金1,000万円のかわりに弁済業務保証金分担金60万円で営業を開始できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　■詳しくは、宅建協会本部まで。TEL 017－722－4086

宅建協会へご入会を！！
我々会員のシンボルマーク「ハ
トマークバッジ」を着用しましょ
う。特に、各種会合等で着用し、
ユーザーにPRを図りましょう。
協会では、ハトマークバッジを
販売しております。各支部で
扱っております。

ハトマークバッジを
着用しましょう

不動産物件を探すなら

http://www.hatomarksite.com/search/aomori/

ハトマークサイト青森 検索

十和田湖の子ノ口から焼山までの約14㎞の流
れが奥入瀬渓流とされており、千変万化の渓
流美は四季を通して見ごたえがある。1928
年に天然記念物に指定されている。

〈表紙〉奥入瀬渓流【十和田市】



青森市出身。青森高校卒業後、上智大学法学部法律学科を卒業し、25歳の若さで
司法書士試験に合格。東京都にて司法書士事務所を開業し10年間業務した後、青森
に戻り弁護士の父と夫と合同事務所で業務を開始し、現在は、弁護士の夫と勤務
弁護士2名、事務員5名の体制で業務中。
青森県司法書士会では、県内初の女性会長に就任し、司法書士会においても活躍中。
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　今年のハトマーク消費者セミナーでは、空き家が発生する原因の一つで、「住宅を相続し
たが対応せずにそのまま放置する」ケースがあります。相続してから思わぬ手間で困らない
ためにも、今から対策を考えてみませんか。

ハトマーク消費者セミナー開催のご案内

地域に寄り添うベストパートナー、ハトマークグループ

不動産フェア不動産フェア不動産フェア 9月19日

開催
（敬老の日）

•八戸ラピア1階「フェスタプラザ」午前10時～午後4時
•不動産に関する無料相談会
•不動産物件も多数展示
　お時間のある方は、お気軽にお立ち寄りください。

不動産の相続を放置すると大変なことになる…その対策は！

ハトマーク消費者セミナーハトマーク消費者セミナーハトマーク消費者セミナー

【宅地建物の相続の推進と空き家問題解消について】
青森県司法書士会　会長　沼田桃子 氏

［プロフィール］

に戻り弁護
弁護士2名、
青森県司法書

日時 平成28年9月19日（月） 午後1時～午後3時日時 平成
場所 八戸ラピア　2階「ラピアホール」場所 八戸
主催 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会主催 公益社益社

定員 先着60名（予約可）受講料無料
【参加申込・お問い合わせ】
公益社団法人青森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青森本部
〒030-0861 青森市長島3丁目11－12　青森県不動産会館

017－722－4086
http://www.aomori-takken.or.jp/
reinsao＠plum.ocn.ne.jp

TEL
URL
E-mail

FAX 017－773－5180お申込み先 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

ふりがな

お　名　前

お電話番号 TEL　　　　（　　　　） e-mail：

【ハトマーク消費者セミナー申込書】 下記をご記入の上FAX送信下さい。
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●犯罪収益移転防止法の全面施行以降（平成20年3月1日以降）におけるテロ資金やマネー・ローンダ
リングを巡る状況やFATF（金融活動作業部会）勧告を踏まえ、同法の改正が行われました。

●改正法は平成26年11月27日、改正政省令は平成27年9月18日に公布され、平成28年10月1日よ
り施行されます。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を
改正する法律」等の施行について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を
改正する法律」等の施行について
犯罪収益移転防止法の概要について（H28.10.1改正法施行にあたって）

不動産の売買における疑わしい取引の参考事例（宅地建物取引業者）

【法改正の概要】

【主な改正事項】

改正後：
●取引時確認の結果
●取引の態様
●その他の事情及び犯罪収益移転
危険度調査書等を勘案して判断

顔写真のない本人確認書類を使用する場合
は、提示に加え、その他の書類の提示を行
うなど、追加的な確認措置が必要となりま
した。

特定事業者が取引時確認の措置を
適切に行うため、取引時確認をし
た情報を最新の情報に保つほか、
以下の措置を講ずるよう努力義務
が課せられました。

●なりすましの疑いがある取引
●確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
●特定国等※に居住・所在している顧客との取引
●外国の重要な公的地位にある者等（外国PEPs）との取引
　　　　今改正により追加

●使用人に対する教育訓練
●規程の作成
●統括管理者の選任　等

※ハイリスク取引：マネー・ローンダリングに利用され
るおそれが特に高いと認められる取引であり、これら
の取引については、『取引時確認』を厳格な方法で行う
必要がある。
※特定国等：平成28年7月現在、イランと北朝鮮が指定。

①疑わしい取引の判断
　　　　　　　（改正法8条）

健康保険証等の顔写真のない本人確認書類
　　今改正により提示のみでの確認は不可

④顔写真のない本人確認書類
　　　　　　　　（改正規則6・7条）

現行：実質的支配者が存在する場合、
その者の本人特定事項を確認（申告）

改正後：議決権その他の手段により当
該法人を実質的に支配している自然人
まで遡って確認

⑤法人の実質的支配者の確認
　　　　　　　　（改正規則11条）

疑わしい取引の判断基準が追加 ハイリスク※取引の類型に外国PEPsが追加
現行：特定事業者の知見によって
　　　判断

②事業者の体制整備
　　　　　　　（改正法11条）

③ハイリスク取引の類型の追加
　　　　　　　　　　　（改正令12項）

法人の取引担当者等が正当な取引権限を
有していることを確認する方法

社員証を有していること→削除
法人の役員として登記→法人を代表する
権限を有する役員として登記

法人の実質的支配者の確認方法

⑥取引担当者の代理権の確認
　　　　　　　　　（改正規則12条）

〈改正規則12条4項の抜粋〉

（全般的な注意）
　以下の事例は、宅地建物取引業者が「犯罪による
収益の移転防止に関する法律」第8条第1項に規定
する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、
疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特
に注意を払うべき取引の類型を例示したものであ
る。個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか
否かについては、取引時確認の結果、取引の態様、
その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容
等を勘案して判断する必要がある。
　したがって、これらの事例は、宅地建物取引業者
が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出
する際の参考となるものであるが、これらの事例に
形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当
するものではない一方、これに該当しない取引で
あっても、宅地建物取引業者が疑わしい取引に該当
すると判断したものは届出の対象となることに注意
を要する。なお、各事例ともに、合理的な理由があ
る場合はこの限りではない。
第１　現金の使用形態に着目した事例
　１　多額の現金により、宅地又は建物を購入する

場合（特に、顧客の収入、資産等に見合わない
高額の物件を購入する場合）

　２　短期間のうちに行われる複数の宅地又は建物
の売買契約に対する代金を現金で支払い、その
支払い総額が多額である場合

第２　真の契約者を隠匿している可能性に着目した
事例

　３　売買契約の締結が、架空名義又は借名で行わ
れたとの疑いが生じた場合

　４　顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くこ
とを拒む場合

　５　申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取
引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しよ
うとする場合

　６　売買契約の契約者である法人の実体がないと
の疑いが生じた場合

　７　顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を
希望する場合

第３　取引の特異性（不自然さ）に着目した事例
　８　同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は
建物を売買する場合
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　賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会におけるとりまとめ結果を踏まえ、登録規程及び業務処理準
則を改正（平成28年8月12日国土交通省告示　第927号・第928号）

「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理
業務処理準則」の改正について
「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理
業務処理準則」の改正について

　９　宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該
宅地又は建物を売却する場合

　10　経済合理性から見て異常な取引を行おうとす
る場合（例えば、売却することを急ぎ、市場価
格を大きく下回る価格での売却でも厭わないと
する場合等）

　11　短期間のうちに複数の宅地又は建物を購入す
るにも関わらず、各々の物件の場所、状態、予
想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場
合

　12　取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の
形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる
宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由
が見出せない場合

第４　契約締結後の事情に着目した事例
　13　合理的な理由なく、予定されていた決済期日
の延期の申し入れがあった場合

　14　顧客が（売買契約締結後に）突然、高額の不
動産の購入への変更を依頼する場合

第５　その他の事例
　15　公務員や会社員がその収入に見合わない高額

な取引を行う場合
　16　顧客が自己のために取引しているか疑いがあ

るため、真の受益者について確認を求めたにも
関わらず、その説明や資料提出を拒む場合

　17　顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合
　18　顧客が、宅地建物取引業者に対して「疑わし

い取引の届出」を行わないように依頼、強要、
買収等を図る場合

　19　暴力団員、暴力団関係者等に係る取引
　20　自社従業員の知識、経験等から見て、不自然

な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認め
られる顧客に係る取引

　21　犯罪収益移転防止対策室（※）その他の公的
機関など外部から、犯罪収益に関係している可
能性があるとして照会や通報があった取引
（※）警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課

犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）

賃貸住宅管理業者登録制度の改正の概要

〈一定の資格者の設置の義務化〉
●賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管
理事務に関し6年以上の実務経験者」又は「同程
度の実務経験者」（以下「実務経験者等」という。）
の設置を義務化（第7条）

※「同程度の実務の経験者」は、「賃貸住宅管理業者登録規程
及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」（不
動産業課長通知）により「賃貸不動産経営管理士」（（一社）
賃貸不動産経営管理士協議会の資格）である旨を規定

〈国に対する業務状況報告等の簡素化〉
●業務及び財産の分別管理等の状況の国への報告に
関し、「管理実績」の記入項目の削減、「財産の分
別管理等の状況」欄に選択肢を記載等（第8条・
別記様式第3号）
●登録の更新申請に当たって、直前の事業年度に係
る業務及び財産の分別管理等の状況の報告を行っ
た者については、「直前の事業年度の業務及び財
産の状況に関する書面」の添付を省略（第4条）

〈貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよ
う義務化〉
●賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の
説明等及び契約の成立時の書面交付について、実
務経験者等であることを示す書面の提示、実務経

験者等をして説明、書面の交付及び記名押印する
ことを義務化（第5条・第6条）
●転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する
重要事項の説明等及び契約の成立時の書面交付に
ついて、実務経験者等であることを示す書面の提
示、実務経験者等をして説明、書面の交付及び記
名押印することを義務化（第8条・第9条）

〈サブリースの借り上げ家賃等の貸主への重要事項
説明の徹底〉
●貸主へ説明等すべき重要事項として、借賃及び将
来の借賃の変動に係る条件に関する事項を明記
（第8条・第9条）
●サブリース業者から基幹事務の一括再委託を受け
る登録業者に対し、貸主への重要事項の説明等、
契約の成立時の書面交付及び管理事務の報告を義
務化（第8条・第9条・第17条）

●改正登録規程及び改正業務処理準則は、平成28
年9月1日から施行する。
●ただし、実務経験者等の設置（登録規程第7条）及
び実務経験者等による重要事項の説明等に係る規
定（業務処理準則第5・6・8及び9条）については、
登録業者及び新規登録を申請する業者が実務経験
者等を設置するための期間を考慮し、約2年後の
平成30年6月30日まで経過措置を設ける。

1．賃貸住宅管理業者登録規程の主な改正事項

2．賃貸住宅管理業務処理準則の主な改正事項

3．施行期日等
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宅建業に
従事している方へ

平成28年度　法定講習会開催日程平成28年度　法定講習会開催日程

　宅地建物取引士証の有効期限が切れますと、新たに交付
を受けるまでの期間、取引士としての業務に従事すること
はできませんので、有効期限内に更新のための法定講習を
必ず受講して下さい。

必 見

実 施 日 時　　　　間 会　　　　　場開催地区
平成28年 6 月10日（金）
平成28年 9 月 9 日（金）
平成28年12月16日（金）
平成29年 3 月10日（金）

9：30～16：45
9：30～16：45
9：30～16：45
9：30～16：45

青森市
弘前市
青森市
八戸市

（終了）
（終了）
アスパム　６階岩木
ユートリー（予定）

〒030－0861　青森市長島3丁目11－12　電話 017－722－4086　ホームページ　http://www.aomori-takken.or.jp/
お申込み先及びお問い合わせ先 （公社）青森県宅地建物取引業協会（または各支部）

　全宅連が母体となって設立した一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（通称：全宅管理）は、原状
回復や家賃滞納問題、空室率の増加など不動産賃貸業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、管理を媒介
の延長・付随業務にとどまらない完全に「独立した業務」として確立することを目指しています。

〈入会金・年会費〉入会金…20,000円　　年会費…24,000円（月額2,000円×12ヶ月分）
※中途入会につきましては、入会日の翌月より会費が発生します。（月割）

〈入会手続き〉　　 入会申込書に必要事項を記入し、郵送またはFAXにて入会申込書を全宅管理へ提出
してください。全宅管理に書類到着後、入会金・年会費のお振込み等の手続きにつ
いてご連絡いたします。

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会新入会員募集中一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会新入会員募集中一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会新入会員募集中

●賃貸不動産管理業務マニュアル
●賃貸不動産管理　標準化ガイドライン
●賃貸不動産管理　標準化ガイドラインの手引き

●入居のしおり（30部）
●間取りプレミアム
●ひな形 Bank

計6点プレゼント！！
事業のご案内（全宅管理会員限定）
●300種類以上の充実した書式を無料提供
●会員向けの無料電話法律相談の実施（毎週1回）
●提携サービス等を会員価格で提供
●管理業務に役立つ出版物やソフトウェア等を
会員価格で提供

●会報誌の定期発行

●メールマガジンの配信
●FAXマガジンの配信
●ホームページ上での情報発信
●管理業者の過失による損害賠償請求に備えた
「賃貸管理業賠償責任保険」に自動的に加入し
ます。

（一社）全国賃貸不動産管理業協会
〒101‒0032  東京都千代田区岩本町2‒6‒3  全宅連会館

日時：平成28年10月25日（火）　場所：青森県不動産会館 2階「大会議室」
※10月18日までにご入会された方は受講できます。

会 員 向 け
研修会開催

期間限定：平成29年3月31日入会受付分まで

お問い合わせ先 電話　03－3865－7031　FAX　03－5821－7330
ホームページ　http://www.chinkan.jp/

申込み必要書類
①宅地建物取引士証交付申請書
②同一の顔写真　3枚
③認印
④法定講習会受講申込書
⑤証交付申請手数料 4,500円
　受 講 料 12,000円
　合　　　　計 16,500円

（専用の郵便振込用紙）

（　　　　　 ）カラー 3㎝×2.4㎝
「顔の大きさ約2㎝」
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平成28年度　法定講習会開催日程

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会新入会員募集中一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会新入会員募集中

　当協会では、不動産取引のノウハウを知るための一般公開

セミナーを下記の日程により開催致します。受講料は無料と

なっておりどなたでも受講できますので、一般消費者の方の

多数のご参加をお待ちしております。

［お問い合わせ先］　
公益社団法人青森県宅地建物取引業協会　TEL 017－722－4086

　全宅保証協会では、昨年度より業法第64条の6に基づく「一定課程」研修会を受講された
会員に対し、研修受講の証としての「店頭貼り付け用ステッカー」を配付することになりました。
研修会を受講された会員の皆様には、研修会当日に配付（1会員1枚）致しますので、店頭に
貼付していただきますようお願い致します。

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
店頭貼り付け用ステッカー作成

ステッカーのデザイン

実 施 日 時　　　　間 会　　　　　場開催地区

平成28年 7 月22日（金）

平成28年10月19日（水）

平成28年11月25日（金）

13：00～16：30

13：00～16：30

13：00～16：30

弘前市

八戸市

青森市

（終了）

AXISグランドサンピア八戸

ホテル青森

一 定 課 程 研 修 会
一般公開セミナー 開催日程平成28年度



青森支部　一般公開セミナー開催報告

八戸支部　一般公開セミナー開催報告

弘前支部　献血活動実施
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宅地建物取引士賠償責任保険制度のご案内（中途加入）

基本補償

加入プラン
●募集締め切り：平成28年11月20日
●補償開始日：平成29年 3 月 1 日

新たな宅建賠保険制度は、加入者のニーズに合わ
せて次の4プランの中からご選択いただきます。

プラン１

基本補償
●支払限度額
１ 事 故：1億円
保険期間中：1億円
（自己負担額3万円）

●保険料
宅建士1名あたり
　　　　　7,000円

●支払限度額
１ 事 故：1億円
保険期間中：1億円
（自己負担額3万円・縮小てん補割合90％）

●保険料
従業員1名あたり
　　　　　7,000円

ワイド補償ワイド補償ワイド補償

プラン２

基本補償
●支払限度額
１事故：5,000万円
保険期間中：1億円
（自己負担額3万円）

●保険料
宅建士1名あたり
　　　　　5,000円

●支払限度額
１事故：5,000万円
保険期間中：
　　　　5,000万円
（自己負担額3万円・縮小てん補割合90％）

●保険料
従業員1名あたり
　　　　　5,000円

ワイド補償ワイド補償ワイド補償

プラン3

基本補償
●支払限度額
１ 事 故：1億円
保険期間中：1億円
（自己負担額3万円）

●保険料
宅建士1名あたり
　　　　　7,000円

プラン4

基本補償
●支払限度額
１事故：5,000万円
保険期間中：1億円
（自己負担額3万円）

●保険料
宅建士1名あたり
　　　　　5,000円

補償開始日：平成29年3月1日から平成30年3月1日　加入方法：本部事務局までご連絡下さい。（TEL：017－722－4086）

想定される事故事例

こんな時は、宅建賠（基本補償）がお役に立ちます。

こんな時は、宅建賠（ワイド補償）がお役に立ちます。

（注）調査・確認をしていることが
　　大前提となります。

例1 重要事項の説明にあったセットバック部分の面積が
実際の面積と異なるんだけど…。

しまった！ちゃんと調査
したのに、記載と説明を
誤った。どうしよう…。

〈実際〉説明時より土地面積が狭い
1.0m 9.0m

セ
ッ
ト
バ
ッ
ク

土地面積

〈説明時〉
0.4m 9.6m

セ
ッ
ト
バ
ッ
ク

土地面積

しまった。調査したのに誤って
重要説明事項で準防火地域とし
て記載・説明してしまった。
どうしよう…。

ワイド補償
例1

例2 準防火地域と説明されたから土地を購入した
んだけど、防災地域だったよ。
予定していた建築費が変更になるのだけど、
どうしてくれるのかな。

損害賠償

昨年購入した家だけど、売買契約時に説明して
もらった重要事項の記載内容と
違いがあるよ。
担当者に確認してよ。

例2
自転車で営業していた社員と
ぶつかって病院に通っている
んだが…！

担当者はしっかり調査・確認して
いるけど…もう退職して確認でき
ないよ。どうしよう…。

しまった。
自転車事故の補償は
どうなってたのかな…。

？ !?



青森支部　一般公開セミナー開催報告青森支部　一般公開セミナー開催報告青森支部　一般公開セミナー開催報告
　平成28年7月11日（月）午後2時よりアップルパレス
青森に於いて、市民及び会員･従業員を対象とした、一
般公開セミナーを開催致しました。
　参加者は、会員・従業員57名、一般市民13名と、
多くの方々にご参加して頂く事が出来ました。
　講師には、全国賃貸住宅経営者協会連合会宮城県支部
専任講師　本田勝祥氏をお迎えし、演題『インスペクショ
ン（建物状況調査）の説明義務について』、『売主・買主
が安心して出来る不動産取引』について、休憩を含め3
時間に亘って、ご講演頂きました。今回は、先般、宅建

八戸支部　一般公開セミナー開催報告八戸支部　一般公開セミナー開催報告八戸支部　一般公開セミナー開催報告
　平成28年7月29日（金）八戸パークホテルにおいて一
般消費者及び会員を対象とした「一般公開セミナー」を
開催し45名の参加となりました。
　講師に県土整備部建築住宅課住宅政策グループ主幹、
坂田賢彦氏により「不動産業を巡る最近の動向等につい
て」と題して主として障碍者差別解消法について詳しく
講演して頂き理解を深めることが出来ました。二講目は、
八戸税務署資産課税部門統括国税調査官、音道尚利氏に
より「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控
除」について今年4月から適用の新しい税制について講
演して頂きました。その後、会員から特例を受けるため
の要件など活発な質問が出るなど有意義なセミナーと

弘前支部　献血活動実施弘前支部　献血活動実施弘前支部　献血活動実施
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ワイド補償

ワイド補償

全国賃貸住宅経営者協会宮城県支部
専任講師　本田　勝祥氏

業法の一部改正が可決、公布された事から、宅建業者は、
媒介契約書への建物状況調査結果の記載、買主等への説
明等を義務付けるとともに、契約締結時には売主、買主
双方に対し書面で公布する事になります。こうした事か
ら、われわれ不動産業者が建物状況調査（インスペク
ション）の活用を促す事で、宅地建物取引業者に従事す
る者の資質の向上と、売主、買主が安心して取引が出来
る市場環境整備を促進するとともに、横ばい状態で推移
していた既存住宅流通の増加にもつながって行くかと

思われます。出席者からは、『施行前に勉強す
る事ができ、出席して良かった。』『今後の業務
に役立てたい。』等のお言葉を頂きました。こ
れからも皆様のお役に立つ内容で公開セミナー
を継続して行きます。
　尚、施行内容については、決定次第お知らせし
ます。

なりました。
　最後にお忙しい中講師をお引き受け頂きました皆様と
暑い中ご出席頂きました多くの皆様に、御礼申し上
げます。

　平成28年9月3日土曜日、弘前支部では地域社会貢
献事業の一つとして、青森県赤十字血液センターととも
に、さくら野弘前店駐車場にて400㎖採血の献血活動
を行いました。
　弘前支部では、毎年9月の第一土曜日に献血活動を
行っています。宅建弘前青年会と協力しながら、会員ら
はプラカードを持ち、市民に献血の呼びかけを行うなど
して、献血をお願いしておりました。
　当日は天候にも恵まれ、53名の献血の受付がありま
したが診断の結果、実際採血をされた方は40名となり
ました。青森県赤十字血液献血センターでは医療需要に
応えるため採血バス1台につき43人を目標に掲げてお

りましたが、
惜しくも目標
を達成するこ
とができませ
んでした。
　献血をされ
た方々には、
青森県赤十字
血液献血セン
ターからの記念品の他に、弘前支部からもオリジナル記
念品を差し上げておりました。皆様、ご協力いただきま
してありがとうございました。



8

１．物件状況確認書（告知書）及び付帯設備表について、区分所有建物用書式を追加
２．宅地建物取引業法の改正にともない、書式の署名捺印欄を
　　取引主任者 → 宅地建物取引士に変更
【新価格】1,800円（税込、送料別）

新訂版「わかりやすい売買契約書の書き方」の発刊
及び書籍価格の変更について

主な改訂内容

「空き家対策の推進に関する特別措置法」に基づく協議会の立ち上げ及び基本計画の作成を急いでいただきたい
〈理由〉
1．社会的経済背景（概括）
　人口の減少が止めどなく続くなか新築住宅の大量供給
が続き、全国各地で空き家が増加している。また、高齢
化による一人暮らしが多くなり、身体の衰えから一人暮
らしも難しくなり、子供の呼び寄せまた、施設への入所
を余儀なくされるなどでそのまま空き家となっていく
ケースが多い。国は空き家が増加していくことに危機感
を抱き、地域の環境等に与える影響が小さくないので特
別法を制定し、具体的に実行策を講じている。八戸市も
全く例外ではない。

2．八戸市の場合（どう見ているか）
　宅地の供給は、市街地を中心とした人口増加に伴い、
同心円の形での開発が都市経済的にもあるべき姿なのに
対し、郊外地の区画整理と偏行したこともあって市街地
の整備が遅れており、未整備地域の道路事情の悪い所に
建築されている住宅が少なくありません。再建築不可と
なれば価値及び評価が極端に下がり、その多くは負の相
続財産へと建物の劣化と共に進行していきます。浜の地
域等では比較的多いように思います。

3．相続放棄の増加傾向の懸念
　バブル時迄は、土地は資産として社会的評価も高く貴
重な財産として取り扱われて来たのだが、八戸市に於い
ても23年間に亘る価格の低下で維持管理の費用が惜し
まれる程、総体価格が低下したことによる相続放棄の状
態が見受けられるようになってきた。理由の一つには地
縁・血縁社会が壊れたことにも因るとも言われてはいる
が何より資産としての魅力は評価が下がっていく程失
われる論理は間違いない。相続人には相続登記義務はな
く価値の見出せないもの（物件）に手間暇費用を掛けて
登記する気になれないのも判らないでもなく、その様な

傾向が増えていると見ている。
　従って早い段階から予備軍と見られる物件（完全なる
空き家でなくとも）の把握が空き家対策には重要で個々
に於けるケース毎の対策を講じていくことが大切です。

4．本格的取組みから地域資源の活用
　土地は公共財でもあり有限資源です。既に企画されて
いる「市民提案制度」による「地域で空き家を活かす」
とする構想は各地でも地域資源の利用活用を図ろうとす
る試みでこれから取り組んでいくべき課題の一つです。
　冒頭、一部述べたが如く、社会的経済状態からして増
加していく問題の空き家対策には、やはり法の趣旨から
もまず、協議会を組織し、関係する各般からの声を聴取
し、広範な捉え方から基本方針を定め、それに従いまず
実態調査が何より肝要と思料致します。
　敷衍するにそれによって眠っていた空き家個々の問題
が明らかになり、個人はおろか私共業者団体でも無理な
ことが市として攻めれば、利用活用が見えてくるものと
思う。どんな財産（空き家）でも街の財産なのだから、
街の活性化に役立てるのが宅建業者の私達の仕事であ
り、この分野においては市当局と協調して取り組むべき
課題と考えます。

以上

同書籍の購入は、全宅連HPから　http://www.zentaku.or.jp/pub/index.html

八戸支部　八戸市長へ要望書提出八戸支部　八戸市長へ要望書提出八戸支部　八戸市長へ要望書提出

　御要望のありました「空き家等対策の推進に関する特
別措置法」に基づく協議会の立ち上げ及び基本計画の策
定につきましては、どのような施策を実施していくのか、
また、その組織についても、総合的に検討しているとこ
ろでありますので、御理解くださいますようお願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　　※抜粋し掲載

八戸市からの回答

平成28年7月5日平成28年7月5日平成28年7月5日

平成28年7月15日
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不動産広告 Ｑ＆Ａ

管理処分業務委託に関する「業務説明会」のご案内
下記日程により、事業者向けに管理処分業務の内容等についての「業務説明会」を開催します。

「業務説明会」の日程等 1．日　時　平成28年9月27日（火）10時45分から
2．場　所　東北財務局青森財務事務所

※「業務説明会」への出席を希望される場合は、電話に
　より青森財務事務所管財課までお知らせ願います。

〒030－8577　青森市新町2－4－25　TEL 017－722－1447
お問い合わせ先 東北財務局青森財務事務所管財課

　最近、インターネットによる不動産広告で、契約
済みの物件が継続して掲載されているものが見受け
られますが、表示規約上の問題はないのでしょうか。

　インターネットによる広告表示も表示規約の規制対象
となりますが（表示規約第4条第5項第5号）、媒体の
いかんを問わず、売却済みの物件など、表示した時点に
おいてすでに取引できなくなっている物件の表示を行う
場合は、原則として、おとり広告として取り扱われます。
　表示規約はこのような事態を防止するため、第24条
第1項で、「事業者は、継続して物件に関する広告その
他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の
内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその
表示を取りやめなければならない。」と規定しています。
したがって、表示している物件が契約済みとなった場合
には速やかにこれを削除する必要があります。公正取引
協議会は、このような表示については速やかに改善する
よう指導していますが、この問題は個々の事業者の責任
問題にとどまらず、物件検索サイトの情報管理システム
の問題による場合もあり、サイト運営者に対しても事業
者に対する指導及びシステムの改善を要請しています。

　顧客からの申込を受けた物件は、実務上、契約を締結
する前の段階ですから、家主の方が言うようにキャンセ
ルとなり契約に至らない可能性もあり得ます。しかしな
がら、既に申込を受けているのに、取引が可能であるか
のように広告するのは、顧客を不当に誘引することにな
るだけでなく、順調にいけばこの物件は、契約を締結す
ることになるため、取引することができない物件を広告
していることになりますから、「おとり広告」に該当し
ます。
　キャンセルになる可能性があるから、申込があっても
広告を掲載し続けるという考えではなく、申込があった
物件については、その時点で契約済みとなったものとみ
なして取り扱う必要があります。
　したがって、その段階で当該物件の広告を削除する必
要があります。
　ちなみに、分譲マンションの広告などで「第1期完売
御礼」等と記載した広告を目にすることがありますが、
「完売」した物件の中に申込の段階の物件があっても販
売したとみなして「完売」と記載することができるもの
として取り扱っています。

【A1】　

【A2】　

【Q1】インターネット広告における
　　　情報更新の必要性

　当社は、賃貸住宅の仲介を主に行っている事業者
ですが、インターネット不動産情報サイトに掲載の
賃貸マンションについて、顧客から入居申込を受け
ております。家主から、「申込は受けていても、キャ
ンセルになり契約に至らない場合もあるので、引き
続き募集広告を行って欲しい。」と言われています
が、このまま広告を続けても問題ないでしょうか。

【Q2】申込済み物件を広告に掲載
　　　することの是非

八戸支部　八戸市長へ要望書提出 平成28年7月5日
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新入会員

紹介
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

乙部　昭雄　《三沢支部》
商号又は名称/クラウドセレクト
免許番号/青森県知事（1）3471
宅地建物取引士/乙部昭雄（青森）2809

上北郡東北町上野南谷地79－1
TEL.0176－58－0234
FAX.0176－58－0235
入会年月日/平成28年8月24日

8月末 支部別会員数
青  森 八　戸 弘　前 黒　石

190（14） 130（11） 93（6） 21（0）
十和田 三　沢 西北五 下北むつ
47（2） 39（2） 29（1） 38（2）

合　計　　　587（38）
（　　）内は従たる事務所

藤田　　弘　《青森支部》
商号又は名称/タウンマイスター㈱
免許番号/青森県知事（1）3472
宅地建物取引士/藤田　弘（青森）3872

青森市大字筒井字八ツ橋90－1
TEL.017－752－8173
FAX.017－752－8174
入会年月日/平成28年8月24日

●交番

●町民運動場

ユニバース
上北町店

●

　道の駅
●おがわら湖

　小川原湖
　交流センター
●宝湖館

至三沢

至野辺地

青
い
森
鉄
道

クラウドセレクト

★
ユニバース
筒井店
　●

●
青森県聴覚障害者情報センター

ローソン
　●

国道7号バイパス国道7号バイパス国道7号バイパス

国道7号バイパス国道7号バイパス国道7号バイパス
青森自動車道青森自動車道青森自動車道

ミサワホーム
●

会員退会状況　
退会者

年月日 所属支部 商号又は名称 事務所所在地 代表者名
28年 7 月12日

28年 8 月15日

28年 8 月31日

十 和 田

青　　森

八　　戸

㈱トゥウェイド

㈲青南開発

㈲河村不動産

十和田市大字三本木字並木西184－4

青森市大字浜田字玉川214

八戸市柏崎3－7－22

小笠原　進

柿崎　公順

河村　勝美

★

タウン
マイスター㈱

小
川
原
湖

上
北
町
駅
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年月日 所属支部 商号又は名称 変更事項 変更後 変更前
28年 2 月29日

28年 3 月31日

28年 3 月31日

28年 4 月 1 日

28年 4 月 1 日

28年 5 月 1 日

28年 5 月25日

28年 6 月 1 日

28年 6 月 9 日

28年 6 月16日

28年 6 月20日

28年 6 月30日

28年 7 月 1 日

28年 7 月 1 日

28年 7 月 1 日

28年 7 月 5 日

28年 7 月 5 日

28年 7 月21日

28年 7 月25日

28年 8 月22日

弘　　前

青　　森

青　　森

八　　戸

青　　森

青　　森

弘　　前

八　　戸

下北むつ

弘　　前

弘　　前

青　　森

八　　戸

八　　戸

青　　森

弘　　前

十 和 田

青　　森

西 北 五

代表者

取引士

取引士

政令使用人

取引士

政令使用人

取引士

政令使用人

代表者

取引士

取引士

取引士

取引士氏名

代表者

代表者

取引士

取引士

政令使用人

事務所所在地

取引士

取引士

取引士

事務所所在地

若柳　良章

（減員）

（減員）

今　　　要

井澤　博貴（青森）4413

（減員）

松村　久司

大橋　隆章（青森）3854

髙橋　　仁

齋藤　義則

羽田真由美（青森）3380

木村　法子（青森）5167

立花　　功（東京）24912

外﨑　知恵（青森）4876

工藤　文明

檜山大二郎

櫻庭　　均（青森）3958

原子　　薫（青森）5287

外村　　建

青森市赤坂2丁目37－16

小山内高幸（青森）3026

小山田千賀子（青森）3425

佐藤　　誠（青森）3331

五所川原市字大町502－4

遠藤　　渡

井澤　博貴（青森）4413

藤田　　弘（青森）3872

佐々木智生

渡辺　　聡（青森）2436

馬場　正人（青森）4838

佐々木洋一

佐々木洋一（宮城）8842

高木　芳彦

齋藤喜美吉

（増員）

（増員）

今　　雅仁（青森）4002

上谷　知恵（青森）4876

西澤　幸清

外﨑　　勇

今野　峰子（青森）3893

（増員）

儘田　浩幸

青森市大字野尻字今田91－2

小山内直樹（青森）2532

田中　兼夫（青森）2932

（増員）

五所川原市字旭町2－3

会員異動状況

㈱日盛ハウジング

東北ミサワホーム㈱弘前営業課

東北ミサワホーム㈱青森支店

東北ミサワホーム㈱青森支店

東北ミサワホーム㈱八戸営業所

㈱日本ハウスホールディングス

フォレストタウン青森事業（協）

㈱おうちの相談窓口青森

㈲村昭不動産

㈱北日本宅建

㈱住地

つがる弘前農業（協）

東信商事㈱

タクミホーム㈱ピタットハウス八戸店

日本住宅㈱八戸営業所

㈱アシスト青森

オサ建設工業㈱

経商事㈱

浅井建築サービス㈱

㈲橘商事不動産

従業者異動状況
採用
年月日 所属支部 商号又は名称 従業者氏名（証明書番号）

27年 3 月16日

28年 3 月31日

28年 4 月 1 日

28年 6 月 1 日

28年 6 月 1 日

28年 6 月17日

28年 7 月 1 日

28年 7 月10日

28年 8 月 1 日

28年 8 月 1 日

弘　前

弘　前

青　森

青　森

弘　前

下北むつ

青　森

五所川原

弘　前

三　沢

㈱大川地建
東北ミサワホーム
㈱弘前営業課
東北ミサワホーム
㈱青森支店
東北ミサワホーム
㈱青森支店

㈱おうちの相談窓口青森

㈱北日本宅建

㈱サイトーホーム

㈲橘商事不動産

㈱インベスターバンク

ハウジングみさわ㈱

吉田　昴世（150310）

島内　貴大（140435035）

横野　稚茄（140135039）

石黒　博基（160635040）

土岐　夏子（160607）

齋藤　紘子（160608）

葛西麻里子（160609）

吉野美紀子（160608）

鎌田　佳江（160712）

橘　　文武（160702）

棟方　典子（1608A05）

髙田　雅尚（160804）

年月日 所属支部 商号又は名称 従業者氏名（証明書番号）

濱　　拓也（140437016）

杉本　　正（060503）

村松　伸一（0812620）

杉本　由花（010436017）

島内　貴大（140435035）

市島麻依子（060103）

田村　　誠（150409）

大坂　紗矢（1407000023）

一田　祐治（160406）

下村日登美（150408）

中野　真澄（141135037）

川原実企男（1506A04）

田中　　翔（1504A20）

退職

26年 6 月30日

27年 4 月 7 日

27年 6 月30日

27年 9 月30日

28年 3 月31日

28年 5 月31日

28年 6 月20日

28年 6 月30日

28年 7 月11日

28年 7 月20日

28年 7 月31日

28年 7 月31日

28年 8 月30日

弘　前

八　戸

八　戸

青　森

青　森

三　沢

八　戸

青　森

八　戸

八　戸

青　森

弘　前

青　森

東北ミサワホーム
㈱八戸営業課
㈲ノモス
コーポレーション
日本住宅㈱
八戸営業所
東北ミサワホーム
㈱青森支店
東北ミサワホーム
㈱青森支店
エムアイテック㈱

㈱まるよし産業

㈱常口アトム青森

㈱南部システム

㈱まるよし産業
東北ミサワホーム
㈱青森支店
㈱インベスターバンク

アップルハウジング㈱

国道7号バイパス

国道7号バイパス
青森自動車道
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協会の主な活動記録

他団体関係
年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

協会二団体関係

協会の主な活動記録

青森県

東京都

東京都

宮城県

宮城県

青森市

東京都

東京都

東京都

青森市

宮城県

秋田県

青森県不動産会館

東京交通会館

全宅連会館

ホテルモントレ仙台

ホテルモントレ仙台

アウガ

第一ホテル東京

第一ホテル東京

第一ホテル東京

アスパム

仙台合同庁舎

秋田キャッスルホテル

東北地区不動産公取協第1回青森県地区調査指導委員会

青森・秋田・岩手暮らし発見フェア

北海道東北甲信越地区連絡会第2回運営協議会

東北地区中古住宅流通促進協議会総会

東北地区宅建協議会

山形県宅建協会新庄もがみ地区アウガ研修視察

全宅連第3回理事会

全宅管理第3回理事会

公益法人役員研修会

財政に関する講演会

不動産関連制度の改正等に伴う説明会

都道府県会長合同会議

平成28年 7 月 7 日

7 月 9 日

7 月13日

7 月21日

7 月23日

7 月26日

8 月23日

8 月24日

年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

青森市

青森市

青森市

青森市

弘前市

青森市

青森市

青森市

青森市

会館

会館

会館

会館

弘前プラザホテル

会館

会館

会館

会館

第2回法務委員会

正副会長・専務理事会議

相談担当役員研修会

第2回総務経理委員会

一般公開セミナー及び一定課程研修会

創立50周年記念誌編纂委員会

正副会長・専務理事会議

第3回企画情報委員会

不動産業開業支援セミナー

平成28年 7 月 7 日

7 月15日

7 月20日

7 月22日

7 月28日

8 月18日

8 月23日

8 月25日



編 集 後 記

店頭へ
ハトマークのぼりを
設置しましょう。

頒布価格 一枚千円

青森市長島三丁目11番12号　TEL017‐722‐4086（代）

シンボルマーク（ハトマーク）は、私たちが
これから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、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」が育まれるよ
うにとの願いをシンボルマークにこめたもの
です。

公益社団法人 青 森 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青森本部

ご案内図

青
森
駅

至
弘
前

青
い
森
鉄
道

アスパム
●

新町通り
　●

さくら野
●
協働社
ビル

八
甲
通
り

県庁
●

裁判所
●

●消防署

柳
町
通
り

至
中
央
大
橋

旧
税
務
署
通
り

平
和
公
園
通
り 至

浅
虫

住友生命ビル
●

●NTT

●あさひや

●ラーメン屋

●市役所●
サークルK

一方通行

一方通行

青森銀行
●

旧線路通り

青森県宅建協会

7 4

　現政権の目玉政策の一つが地方創生である。しかし、地方創生は今に始まった話

ではない。思い出すのは今から２０数年前、竹下内閣の時「ふるさと創生」で各都

道府県に一律1億円が配られたことがあった。この１億円、どれほどの効果があった

のだろうか？

　今回も、地方創生と言われているが、肝心なのは、お上から何かをしてもらうと

いう姿勢では決してうまくいかないということだ。地方の人たちが、お上に頼らず

とも地方創生を成すという強い決意と覚悟があるならば、自ずと

その地方は発展していくのではないか。我々はその一助に

なりたいと思う。

　そして、青森がそうあってほしいと願う。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　企画情報副委員長　葛西　清光

はじめての
一人暮らし
ガイドブック

公取協ステッカー
販売中

1枚 600円

リニューアル版



協会本部

AED（自動体外式除細動器）を設置しております。AED（自動体外式除細動器）を設置しております。
八戸支部弘前支部

宅建協会で開設している県内の不動産無料相談所宅建協会で開設している県内の不動産無料相談所

青 森 支 部
青森市長島3丁目5－19　青森支部会館
TEL：017－734－2355

相談所概要
場　所：青森市役所本庁舎
　　　　2階「特別・専門相談コーナー」

実施日：毎月第1・第2・第4木曜日

時　間：10：00～ 15：00
※実施日が祝日の場合は休みです

下北むつ支部
むつ市若松町15－45　TEL：0175－22－8545

相談所概要
場　所：むつ来さまい館
実施日：11月、平成29年3月
時　間：13：00～ 15：00

十 和 田 支 部
十和田市稲生町4－23　第一田中ビル2階
TEL：0176－23－1884

相談所概要
場　所：十和田市役所
　　　　「まちづくり支援課内市民相談室」
実施日：毎月第2木曜日
時　間：13：00～ 15：00

場　所：六戸町役場
　　　　「六戸町就業改善センター相談室」
実施日：9月、10月、
　　　　平成29年1月、2月、3月の第3火曜日
時　間：13：30～ 15：30

※8月は山の日のため休みです

黒 石 支 部
黒石市北美町2丁目28－1　TEL：0172－52－3893

●黒石支部において相談を受付しております。
　　　　時　間：10：00～ 16：00 三 沢 支 部

三沢市松園町3丁目6－16　TEL：0176－53－1799

●三沢支部において相談を受付しております。
　　　　時　間：9：00～ 16：00

弘 前 支 部
弘前市大字早稲田4丁目5－9　弘前支部会館
TEL：0172－26－1030

相談所概要
場　所：ヒロロ　3階「市民生活センター」

実施日：毎月第2木曜日

時　間：13：00～ 16：00

西 北 五 支 部
五所川原市字布屋町9－5　㈱東奥宅建内
TEL：0173－34－8711
定休日：水曜、第2・第4・第5日曜日

相談所概要

八 戸 支 部
八戸市小中野4丁目5－4　八戸支部会館
TEL：0178－22－6410

相談所概要
場　所：八戸市庁別館　5階「市民相談室」
実施日：毎月第2火曜日
時　間：13：00～ 16：00

場　所：五所川原市役所北棟　5階「第4会議室」

実施日：平成28年11月 4 日（金）、平成29年 1 月12日（木）
　　　　平成29年 3 月 2 日（木）

時　間：13：00～ 15：00


