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宮本　達子
（株）ヴィナスフォ－ト

青森支部
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青森市花園1-13-9-1
佐藤　信孝
サトウ宅建
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FAX 017-753-0025
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椛澤　睦子
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TEL 0172‐32‐8163
FAX 0172‐32‐8114

弘前市大字寒沢町19‐27
山下　　治
おさむ不動産
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令和2年度税制改正要望に対する結果概要について【税制関係】

地域再生法の一部を改正する法律の概要について

1．低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設

個人が、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期
譲渡所得から100万円を控除する特例措置
（土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日）

2．適用期限を迎える各種税制特例措置の延長
❺居住用財産の譲渡に係る各種特例措置の延長
　（令和3年12月31日まで2年間延長）
❻特例の事業用資産の買換特例
　（令和5年3月31日まで3年間延長）

❶住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の延長
❷新築住宅の固定資産税の減額措置の延長
❸不動産取得税に係る特例措置の延長
❹買取再販の住宅用家屋における登録免許税の軽
　減措置の延長
（❶～❹令和4年3月31日まで2年間延長）

※その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長等については、ホームページにてご確認ください。
　青森県宅建協会ホームページ　http://aomori-takken.or.jp/news/3925

法案の趣旨
人口減少社会に対応した既存ストックの活用による「多
世代共生型のまち」への転換（住宅団地の再生、空き家
を活用した移住促進、公的不動産の利活用）を図ること
により、地方の魅力を向上

法案の概要

住宅団地再生に係る課題への総合的・一体的な取組

移住者に対する空き家・農地の取得の支援

1．地域住宅団地再生事業の創設
　　【第5条第4項第11号・第5章第12節】
居住者の高齢化等により多様な世代の暮らしの場として
課題が生じている住宅団地について、生活利便施設や就
業の場等の多様な機能を導入することで、老若男女が安
心して住み、働き、交流できる場として再生

3．民間資金等活用公共施設等整備事業の創設
　　【第5条第4項第14号・第5章第15節】
廃校跡地等、低未利用の公的不動産の有効活用等につい
て、民間の資金・ノウハウを活用するPPP／ PFIの導入
を促進

2．既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設
　　【第5条第4項第12号・第5章第13節】
「農地付き空き家」等の円滑な取得を支援することで、
農村地域等への移住を促進

市町村が作成する移住促進のための事業計画に基づき、
移住者による
①空き家に付随する農地の権利取得の推進
（下限面積（原則50a）の引下げ手続の円滑化）
②市街化調整区域内で厳格に運用されている空き家の取得
等（例：農家住宅を一般移住者が取得）の許可が円滑に

市町村が、区域を定めて、多様な主体と連携して住宅団
地再生のための総合的・一体的な事業計画を作成するこ
とで、住宅団地再生に係る各種行政手続をワンストップ
化し、スピーディーに住宅団地再生を実現

PPP／PFI導入に向けたコンサルティング
PFI推進機構が、地方公共団体の依頼に応じて、公的不
動産の有効活用などPPP／ PFIに関するコンサルティ
ング業務を実施可能に

■多様な建物用途の導入
•用途規制の緩和手続　•都市計画決定・変更手続
■介護サービス等の充実
•有料老人ホームの届出、介護事業者の指定手続
■地域交通の利便性向上
•コミュニティバスの導入等に必要な許認可手続
■まちづくりの専門的知見の活用
•UR（都市再生機構）による市町村へのノウハウ提供

人口減少により活力が
低下している農村地域等

②情報の
　提供

③取得等
　の希望

付随農地 空き家

空き家の
所有者

移住
希望者

①事業計画の作成
　（協議会を経て作成）

空き家バンク

市町村

④取引

三沢支部　献血促進活動開催報告三沢支部　献血促進活動開催報告

弘前支部　カレンダー寄付活動報告弘前支部　カレンダー寄付活動報告
　令和元年12月25日（水）に社会福祉法人弘前豊徳会、
社会福祉法人愛成会、社会福祉法人つがる三和会の3
施設にカレンダー総数460部を寄付させていただきま
した。このうち、弘前豊徳会（下山保則理事長）が運営す
る市内大川の「サンタハウス弘前」に、大川誠副支部長、
椛澤睦子専任幹事、高村光二企画情報委員長らが訪れ、下
山理事長にカレンダーを手渡して参りました。大川副支
部長は「今後も継続的に奉仕活動を続けていきたい！」
と話し、下山理事長は「施設利用者に掲示するカレン
ダーが不足している状態です。利用者の皆さんはカレン
ダーを見ることで時の流れ、季節の移り変わりを感じる
ことができます。寄付していただき大変助かります」と
感謝しておりました。

　このカレンダー寄付事業は今回で7回目になります。
この貢献事業が支部会員の皆様に定着しつつあり、今年
は会員の皆様から、約460部ものカレンダーを提供し
ていただきました。
　そしてまた、3施設も快く受け取っていただきまし
た。今後も活動を広げていきたいと思います。ご協力あ
りがとうございました。

　令和元年12月18日（水）10時から三沢市役所ロビーにお
いて、献血促進活動を開始しました。役員及び会員が開始1
時間前の午前9時に集合して当協会PR用のノベルティー及
び「無料相談窓口」PR用チラシ（支部事務所案内図及び会
員名簿）を配布し献血を呼びかけました。
　前年同様好天に恵まれ、献血車2台で受付者110名、採
血者95名あり、400mlのみの採血でしたが、県赤十字血液
センターさんの目標86名を見事達成できました。当協会か
らも役員はじめ従業員等多数が献血に参加して「社会貢献活
動」の一翼を担いました。
　今年で7年目となりましたが、次年度以降もこの事業を継
続していくことにより、「地域社会貢献活動」および当協会
の認知度をさらに高め広めていきたいと思っております。
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①申込者数1,085人
　（前年度1,054名、2.9％増） （男 736人　女 349人） うち、登録講習修了者 126人（男 76人　女 50人）
②受験者数903人
　（前年度858名、5.2％増） （男 611人　女 292人）　 うち、登録講習修了者 118人（男 70人　女 48人）
③受験率83.2％
　（前年度81.4％） （男 83％　女 83.7％）  うち、登録講習修了者 93.7％（男 92.1％　女 96％）
④合格者131人
　（前年度112名、19人増） （男 93人　女 38人） うち、登録講習修了者 　28人（男 18人　女 10人）
⑤合格率14.5％
　（前年度13.1％） （男 15.2％　女 13％）  うち、登録講習修了者 23.7％（男 25.7％　女 20.8％）    

【青森県】

●平均年齢37.1歳（男37.4歳　女36.4歳）
●職業別 •不動産業　26％ •金融関係　9.9％ •建設関係　10.7％ •他業種　35.1％
 •学　　生　5.3％ •主　　婦　3.1％ •そ の 他　9.9％

合格者の内訳

令和元年度　宅地建物取引士資格試験合格者の概要（青森県）
　10月20日（日）に実施した宅地建物取引士資格試験の合格者が、12月4日（水）に発表されました。
今年度の試験実施結果の概要は、下記のとおりお知らせ致します。

•受験率80％（前年度80.6％）（男80.6％　女81.9％）うち、登録講習修了者　88.9％（男88.5％　女89.8％）
•合格率17％（前年度15.6％）（男16.3％　女18.5％）うち、登録講習修了者　22.9％（男21.3％　女26％）
•合格者平均年齢　35.4歳（男35.9歳　女34.5歳）　

【全国の概要】

実 施　　日 時　　　　間 開催地区 会　　　　　場

宅建業に従事している
宅建士の方

申込み必要書類

　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、宅建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
受講する必要があります。

見必
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

令和２年 2 月20日（木）

令和２年 5 月21日（木）

令和２年 8 月27日（木）

9：30～16：40

9：30～16：40

9：30～16：40

八戸市

青森市

弘前市

八戸プラザホテル

ラ・プラス青い森

弘前市民会館

（　　　　　 ）カラー 3㎝×2.4㎝
「顔の大きさ約2㎝」

法定講習会の開催日程について

宅地建物取引士変更登録申請について
　提出書類等（提出部数は1部）
　　　　①　宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書（様式第7号）
　　　　②　添付書類（下記の表のとおり）

氏名、住所、本籍、勤務先に変更はありませんか!?

お申込み先及びお問い合わせ先 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会
〒030－0861　青森市長島3丁目11－12　TEL 017－722－4086　URL　http://www.aomori-takken.or.jp/

変　　更　　内　　容 添　　付　　書　　類

1．氏　　　　　名

宅建士証をお持ちの方のみ

2．住　　　　　所

3．本　　　　　籍

4．勤 務 先

宅建士証をお持ちの方のみ

□戸籍抄本（3ヵ月以内のもの）

□戸籍抄本（3ヵ月以内のもの）

□添付書類不要

□住民票抄本（3ヵ月以内のもの）

□宅地建物取引士証書換え交付申請書（様式第七号の四）
□顔写真（3㎝×2.4㎝）　　□4,500円（県証紙分）

□宅地建物取引士証書換え交付申請書（様式第七号の四）
□宅地建物取引士証

宅建あおもり保管ファイルの配付会員限定

当協会で、年6回発行している「宅建あおもり」保管用ファイルを
作成しました。
所属支部において、1会員1冊配付しておりますので、各支部に
お寄りいただきご活用下さい。

アドレス：https://www.youtube.com/user/ZentakuSeminar

全宅連では、これまでに開催した「新しい地域
密着型不動産業実践セミナー」の講義動画を
YouTubeで公開しております。

ご覧になる場合は
QRコードをご利用下さい。

不動産実践セミナーをYouTubeで公開中！！全宅連
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協会二団体関係

協会の主な活動記録

年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

青 森 市　会館
十和田市　奥入瀬森のホテル
十和田市　奥入瀬森のホテル
十和田市　奥入瀬森のホテル
十和田市　奥入瀬森のホテル
青 森 市　ラ・プラス青い森
青 森 市　会館

令和元年 11月 1 日
11月12日

11月21日
12月20日

他団体関係
年月日 会議・行事等の名称 場　　　所

神奈川県　横浜ベイシェラトン＆タワーズ
青 森 市　青森県警察本部
黒 石 市　スポカルイン黒石
青 森 市　ラ・プラス青い森
三 沢 市　三沢市国際交流教育センター
福 島 県　会津若松ワシントンホテル
青 森 市　青森県観光物産館アスパム
神奈川県　横浜ロイヤルパークホテル
東 京 都　第一ホテル東京
東 京 都　第一ホテル東京
東 京 都　アーバンネット神田カンファレンス
群 馬 県　ホテルメトロポリタン高崎
青 森 市　県民福祉プラザ
東 京 都　適取事務所
八 戸 市　八戸市公民館
東 京 都　全宅連会館
東 京 都　全宅連会館
青 森 市　県不動産会館
青 森 市　ラ・プラス青い森

神奈川県副会長黄綬褒章祝賀会
子供・女性見守りスキルアップ研修会
子供・女性見守りスキルアップ研修会
空き家相談員登録・更新研修会
子供・女性見守りスキルアップ研修会
公取協調査員・職員研修会
空き家相談員登録・更新研修会
神奈川県副会長黄綬褒章祝賀会
全宅連第2回理事会
全宅連東日本地区指定流通機構協議会第2回幹事会
全宅管理第1回理事会
群馬県会長叙勲祝賀会
県消費者トラブル防止ネットワーク会議
試験事務総括会議
八戸市地域の安心・安全見守り事業に係る情報交換会
全宅連ハトマークグループビジョン推薦本部
全宅連・全宅保証合同正副会長委員長会議
県居住支援協議会幹事会
青森県都市計画審議会

令和元年 11月 4 日
11月 5 日
11月 7 日

11月 8 日

11月19日
11月25日
11月26日

11月27日
12月 6 日
12月13日
12月16日
12月17日

12月18日
12月23日

第2回法務委員会
三役会議
第3回常務理事会
第2回理事会
役職員研修会
宅地建物取引士法定講習会
第5回企画情報委員会

青森市長島三丁目11番12号　TEL017‐722‐4086（代）

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
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青森県不動産会館
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。

編 集 後 記

　「あけましておめでとうございます」

　2年間の役員任期満了も間近となりました。委員会では、委員

それぞれ活発な意見を出し合い、一致団結し、より良い広報誌

作りに専念してまいりました。

　今年は東京オリンピック、パラリンピックが行われる年です。

各選手の名シーンに感動し、日本人選手の活躍・メダルの獲得

に期待し、熱くなるであろう夏を今から楽しみにしています。

　また、今年の冬は暖冬とのことですが、寒さが厳しかったり

緩かったりで、体調を崩しがちです。身体には気をつけてくだ

さい。

企画情報副委員長　久保　博愛

【お電話】03-5821-8181（平日9時～17時） https://www.zentaku.or.jp/useful/single/navi/

はじめての一人暮らしガイドブック寄贈のご案内
部屋探しから入居までの流れはもちろん、賃貸借契約時に必要な法律知識
や金銭管理に関する情報、基本的な生活マナー、そして緊急時の対処法ま
で各プロセスごとに分かりやすく紹介しています。これからはじめて一人
暮らしを始める方へのガイドブックとして、ぜひご活用ください。
ガイドブックの寄贈を希望される方は、以下までご連絡ください。

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会　広報研修部

大学・高校等関係者のみなさまへ
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