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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
このメルマガは、当機構が実施している宅地建物取引主任者資格試験に合格した方々を
対象として、希望者に無料でお送りする情報サービスです。
（当機構が実施する以前の試験に合格した方も対象です。
）
現在、宅建業に従事している方には実務に役立つ情報を提供するとともに、
他の方々にも参考にしていただける情報を提供することを編集方針としています。
なお、メルマガ会員の皆さんの個人情報は法令及び当機構のプライバシーポリシーに従い
適正に取り扱うこととしております。
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今日の視点

◆◇◆

★☆《東北地方太平洋沖地震の影響》★☆
平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞
い申し上げます。また、あわせて、救助と復興にご尽力をされている皆様に敬意を表します。
今般発生した地震による被害は未曾有のものとなりました。不動産業界においても、宅建
業者自身が被災したり、建物が損傷するなど、対応におわれております。
一方で、業界あげて、義援金の寄付、水・食料等の送付、賃貸住宅の確保などをはじめと
した被災地支援に取り組む動きが広がっています。
国なども、公営住宅の確保、応急仮設住宅の対応準備等に全力を挙げて取り組んでいると
ころであり、宅建業関係の事務については、地方自治体の被災により宅建業の免許、宅建主
任者証の登録申請事務に支障が生じる可能性があることから、有効期限の延長措置が講じら
れることなったところです。
今回の地震は、不動産業界に対しても与える影響は深刻であり、長期にわたって続くこと
が懸念されます。ようやく回復し始めた地価への影響、液状化現象等による住宅・商業立地
の見直し、高層マンションの再検証、計画停電への対応などどれをとってみても戦略の練り
直しが必要であり、大きな試練を乗り越える必要があると思われます。

◆◇◆

行政の動き

◆◇◆

★☆《

エコポイント交換商品に東北地方太平洋沖地震の義援金を追加

》★☆

地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るために実施する「エコポイントの活用によ
る環境対応住宅普及促進事業」において、東北地方太平洋沖地震の被災地を支援するため、
エコポイントの交換商品に、「東北地方太平洋沖地震の被災地支援寄附（義援金）」を追加
することとなりました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000227.html
★☆《

被災者向け公営住宅等情報センターの設置

》★☆

東北地方太平洋沖地震の被災者 が入居可能な公営住宅、公社住宅、ＵＲ住宅等が地方公共
団体等の協力により全国各地に確保され、申込窓口を簡素化し、被災者の方々の入居の円
滑化を図るため、情報センターを設置されました。公営住宅等への入居を希望する被災者

の方からのお電話を受け付け、受入れが可能な地方公共団体等の担当へお電話が取り次ぎ
されます。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html
また、同「被災者向け公営住宅等情報センター」において、被災者の方々の更なる入居の
円滑化のため、今般、新たに民間賃貸住宅に関する情報も取り扱えるよう、情報センター
の機能が拡充することとされました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000051.html
★☆《

東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に係る許可等の有効期間の延長》★☆

平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適
用すべき措置の指定に関する政令（平成２３年政令第１９号）、及び告示（平成２３年３月
２３日）により、災害の被害者に係る許可等の有効期間の延長の措置が講じられています。
宅地建物取引業者の免許、宅地建物取引主任者証についても、有効期間が 8 月 31 日まで延
長されます。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000043.html
★☆《

平成２３年地価公示

》★☆

http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2011/index.html
★☆《

建築着工統計調査報告（平成２３年１月）

１月の住宅着工は,

》★☆

貸家は減少したが, 持家, 分譲住宅が増加したため, 全体で増加と

なったという調査結果となっています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000211.html
★☆《

不動産取引価格情報サイトのリニューアル

》★☆

国土交通省において、わかりやすく使いやすいデザインへの変更、情報項目の追加等、不
動産取引価格情報の検索サイトのリニューアルが行われています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/land03_hh_000092.html
★☆《

民間住宅ローンの実態に関する調査

》★☆

国土交通省において、平成２２年度民間住宅ローンの実態に関する調査の結果が公表され
ています。変動金利型の割合が 50.4％（平成 20 年度 37.3％）と急増したなどの結果とな
っています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000035.html

◆◇◆

マーケットの動き

◆◇◆

★☆《

不動産情報の検索等に関する意識調査

》★☆

全国宅地建物取引業協会連合会および全国宅地建物取引業保証協会において、全国を対象
にインターネットを利用して行った不動産情報の検索等に関する意識調査の集計結果が公
表されています。
http://www.zentaku.or.jp/public/information/2011/03/fudosan-kensaku-tyous/
★☆《

シニア期の住まい方に関する意識調査

》★☆

社団法人不動産協会により、「シニア期の住まい方に関する意識調査」の結果が公表されて
います。シニア層の、①現在の生活環境や住宅に対する評価、②将来の住み替えに対する
考え方、③シニア向け住宅（主に高齢者が集まって住むバリアフリー仕様の集合住宅で、
日常生活支援や介護等のサービスが付いている住まい）に関する興味・利用意向、などに
ついての調査結果が公表されています。
http://www.fdk.or.jp/f_suggestion/pdf/juutaku_senior_ishikicyousa.pdf
★☆《

J-REIT REPORT 》★☆

社団法人不動産証券化協会より、2011 年 3 月号が公表されています。
http://www.ares.or.jp/works/pdf/ares_jreitreport_2011.03_vol16.pdf
★☆《

レインズ・月例マーケットウオッチ

》★☆

財団法人東日本不動産流通機構より、2011 年 2 月度の月例マーケットウオッチが公表され
ています。中古マンション・中古戸建住宅とも、成約件数は３カ月連続で前年上回るなど
の結果となっています。
http://www.reins.or.jp/pdf/trend/mw/mw_201102.pdf

◆◇◆

相談事例より

◆◇◆

＜定期借家契約について＞
「居住用建物の賃貸借において、普通借家契約を借主と結んでいたが、定期借家契約に切
り替えても問題ないか？」といったご相談が時々あります。

定期借家契約は、貸主側からの契約解除について正当事由が不要であるため、借地借家法
では、貸主は借主に対しあらかじめ「更新がなく期間満了により契約が終了する旨を記載
した書面を交付し説明する」こととし、その成立に借主の十分な理解と合意を厳格な要件
としています。
貸主からの借家契約の解除に正当事由が必要である普通借家契約から、正当事由が不要で
あるこの定期借家契約への契約変更は、賃料の変更等がない場合は借主側に不利な条件変
更といえます。
まず、改正借地借家法（平成 12 年 3 月 1 日）施行前になされた居住用建物の賃貸借契約に
ついては、当分の間、借地借家法 38 条の規定は適用されないことになっておりますので、
定期借家契約に切り替えてもその効力は認められません。
（良質な賃貸住宅等の供給の促進
に関する特別措置法）
また、施行後に締結された賃貸借契約であれば、借主との合意により定期借家契約に切り
替えることは可能でしょうが、一方的に不利となる契約内容を十分理解した借主が、その
契約の切り替えに同意することは一般的にはまず考えにくく、仮に借主の理解不十分、「定
期借家契約に切り替えなければ更新しない」等の貸主側圧力等によりなされたとすれば、
借主より「錯誤無効・借地借家法 38 条 2 の説明不十分」であるとしてその効力が争われる
ことになる、等を考えると定期借家契約への切り替えは現実的には難しいのではと思われ
ます。

◆◇◆

ＮＥＸＴ

ＳＴＥＰ

◆◇◆

★☆《 平成 23 年度第 1 回 住宅ローンアドバイザー養成講座 》 ☆★
（財）住宅金融普及協会の実施する「平成 23 年度第 1 回住宅ローンアドバイザー養成講座」
の開催内容等が以下のとおり決まっています。
○受付期間

平成２３年４月４日(月）～平成２３年５月２４(火）

○開催会場

全国４１会場

○受講コース
Ａコース（基礎編 Web 講習＋応用編会場映像講習）と
Ｂコース（基礎編会場映像講習＋応用編会場映像講習）の２コース
○開催日
Ａコース

火曜日クラス

基礎編（Web 講習）
、応用編６月２１日

木曜日クラス

基礎編（Web 講習）
、応用編６月２３日

土曜日クラス

基礎編（Web 講習）
、応用編６月２５日

Ｂコース

火曜日クラス

基礎編６月７日、応用編６月２１日

木曜日クラス

基礎編６月９日、応用編６月２３日

○合格発表日

平成２３年７月２５日(月）
http://www.hlpa.or.jp/

○詳細は

◆◇◆

お知らせ

◆◇◆

★☆《

宅建業電子申請システムの休止について（お知らせ）

》☆★

宅建業電子申請システム（以下「システム」という。）における主任者資格登録申請等に
つきましては、平成 19 年 9 月から変更登録及び死亡等の届出の 2 手続、同年 11 月には登
録及び登録移転の 2 手続について運用を開始し、以来 3 年余を経過したところです。
この間、国土交通省による利用者向け説明会の開催など、普及啓発及び利用促進に係る
取組が実施されましたが、これまでの利用率は極めて低調であり、今後利用率が大幅に向
上する見込みはなく、費用対効果の観点等から抜本的な見直しが避けられない状況になっ
ております。
こうした電子申請を取り巻く昨今の情勢並びに運用経費を共同で負担する都道府県の厳
しい財政事情を踏まえ、今般、国土交通省と都道府県で協議を重ねた上、平成 23 年度内に
システムを休止する方針が決定されましたのでお知らせ致します。
具体的には、平成 23 年 12 月末をもって申請受付を停止し、平成 24 年 3 月 31 日にはシ
ステムを完全に休止することとなります。
なお、システムの申請受付停止後の平成 24 年 1 月 1 日以降の主任者資格登録申請等の取
扱いは、原則として、書面（紙）による窓口申請のみになります。
詳細は、都道府県の宅建業法主管課へお問い合わせ願います。
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