
 

 

   

 
 

 

 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う報酬の額の改正／国土交通省 
消費税法の一部改正に伴い、令和元年 10 月 1 日より消費税及び地方消費税の税率が 10%に

引き上げられることとなりました。 

これに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の

額について、改正を行うとともに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン)

についても改正を行いました。 

○報酬告示の改正内容 

【第二】 

200 万円以下の金額 100 分の 5.4 → 100 分の 5.5 

200 万円を超え 400 万円以下の金額 100 分の 4.32 → 100 分の 4.4 

400 万円を超える金額 100 分の 3.24 → 100 分の 3.3 

【第四】 

借賃の１月分の 1.08 倍に相当する金額  → 1.1 倍 

借賃の１月分の 0.54 倍に相当する金額  → 0.55 倍 

【第五】 

借賃の１月分の 1.08 倍に相当する金額  → 1.1 倍 

【第七】 

18 万円の 1.08 倍に相当する金額  → 1.1 倍 

【第九】 

算出した額に 108 分の 100 を乗じて得た額 → 110 分の 100 
 

○ガイドラインの改正 

報酬告示の改正にあわせて、ガイドラインについても所要の改正を行います。 
 

※この変更に伴う全宅連版報酬額規程表は完成次第各地区連絡協議会を通じて配布いたします。 

 

退会手続きに伴う弁済業務保証金取戻し公告料の変更／全宅保証 
  官報掲載料金に伴う弁済業務保証金取戻しに関わる公告料が変更されます。 

令和元年 10 月官報掲載から 令和元年９月官報掲載まで 

1 行 ７，１７８円（税込） 1 行 ７，０４８円（税込） 

《参考》 

年度番号 商号又は名称 免許証番号 （ 代 表 者
の）氏名 

主たる事務所の
所在地 

営業保証金相
当額 

平 31 全保
〇〇〇〇 

株式会社〇〇
不動産 

〇〇県知事
⑶99999 

代表取締役
宅建 太郎 

〇〇県〇〇市〇
〇町1-2-3 

1000万円 

平 31 全保
〇〇〇〇 

株式会社〇〇
宅建リアルエ
ステート 

〇〇県知事
⑶88888 

代表取締役
全宅 保夫 

〇〇県〇〇市〇
〇町 1-1-1 〇〇
マンション101 

1000万円 

※上段は２行扱いで、官報掲載料金 7,178×2＝14,356 円 

 下段は３行扱いで、官報掲載料金 7,178×3＝21,534 円となります。 

 

 

 

 

 

 

Web研修について／全宅保証 
（連絡文書要旨） 

全宅保証・全宅連 HP 上に宅地建物取引に関する従業者等の専門的知識の向上や紛争の未然

防止のため、Web 研修動画を平成 30 年８月より配信しています。 

現在、法令改正等・判例解説・トピックス・実務セミナーの４つのカテゴリーにおいて 24

コンテンツをいつでもどこでも手軽に視聴することができます。 

【動画視聴場所】※動画視聴には会員登録が必要です 

・全宅保証 HP＞事業案内＞研修業務のご案内＞Web 研修 

https://www.hosyo.or.jp/jigyo/kenshu.php 

・全宅連 HP＞ハトサポ＞Web 研修（不動産業務支援おすすめコンテンツ） 

https://www.zentaku.or.jp/member/ 

 

不動産実務セミナー2019 について／全宅連 
本年度の不動産実務セミナーにつきまして、全宅保証 WEB 研修システムを活用したインター

ネットによる講義映像配信方法へと変更して、下記の通り順次講義動画を配信します。 

1. 受講方法・費用・視聴方法 

⑴ 宅建協会会員及びその従業員 

  受講料無料 

講義映像配信に全宅保証 WEB 研修システムを利用するため、ハトサポ用の ID・パス 

ワードが必要となります。 

視聴  https://www.zentaku.or.jp/training/seminar/seminar2019 

⑵ 一般の方 

有料にて、10 月中旬より公開・閲覧可能です。詳細は 10 月上旬に告知予定 

2. 研修テーマ・配信スケジュール 

配信時期 研修テーマ・講師 

８月末 

消費税増税にかかる経過措置と住宅取得支援策 

講師：菊地則夫税理士（税理士法人スマートシンク） 

相続法改正点のポイントと不動産取引上の留意点 

講師：戸部直子弁護士（深沢綜合法律事務所） 

９月末 

不動産業ビジョン 2030～令和時代の「不動産最適活用」に向けて～ 

講師：国土交通省 不動産業課  

   須藤明夫不動産業課長 / 吉田和史不動産政策企画官 

10月中旬 

民法（債権法）改正にともなう不動産取引実務上の留意点 

第１編 民法（債権法）改正のポイント 

    講師：柴田龍太郎弁護士（深沢綜合法律事務所） 

第２編 改正民法に対応した全宅連版売買契約書の解説 

    講師：柴田龍太郎弁護士（深沢綜合法律事務所） 

第３編 改正民法に対応した全宅連版賃貸借契約書の解説 

    講師：佐藤貴美弁護士（佐藤貴美法律事務所） 

3.問合せ先 

全宅連 広報研修部 TEL：03-5821-8112 / email:event@zentaku.or.jp 

 231 号 令和元年９月 20 日発行 

関係資料地区連絡協議会設置 

関係資料地区連絡協議会設置 



 

 

 

 

 

 

 

 

改正健康増進法(受動喫煙対策)について／愛媛県保健福祉部健康衛生局 
(連絡文書要旨) 

受動喫煙対策が強化された改正健康増進法が令和２年４月１日から全面施行され、事務所や

工場、ホテル、飲食店など全ての施設を対象に、施設の管理権原者等に受動喫煙対策を講じる

責務が課されるほか、義務違反時には罰則が適用されることとなります。 

※詳細は愛媛県庁ＨＰをご覧ください。 

https://www.pref.ehime.jp/h25500/kenkou/kenjou/tabako/tabako06.html 

(問合せ先) 

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 

健康政策グループ TEL：089-912-2401 

 

(一財)ハトマーク支援機構よりお知らせ 

【事業メニューの追加について】 
１．㈱さくら事務所との提携メニューに、研修講師派遣を追加することになりました。 

個社やグループ単位で行う勉強会や研修会などでご利用ください。 

⑴ 研修テーマ  

明日から使える！インスペクション時代の失敗しない仲介営業トーク講座 

⑵ 主な内容 

今日から話せる！ホームインスペクションの具体的な説明トーク／建物に関するよくあ

る質問と回答方法ケーススタディ／税制優遇を上手に使って営業成果に繋げる方法／民法

改正で武器になるホームインスペクション 

⑶ 研修時間 60 分間 

⑷ 講師料 10 万円（税別）+ 交通費等 

（利用方法）  

・ハトマーク支援機構 HP 内のさくら事務所のページからログイン後、ページに掲載され 

ている電話番号または、メールアドレスへ連絡 

※詳細はハトマーク支援機構ＨＰをご覧ください。 

https://www.hatomark.or.jp/business-operator/2170#2750 

（問合せ先） 

㈱さくら事務所 田村氏 TEL：03-6455-0011 

２．ジャパンホームシールド㈱との提携メニューである「建物状況調査」に、「補修工事 

見積りサービス」を追加することになりました。 

（補修工事見積サービスの内容） 

・建物状況調査の結果、劣化事象等が確認された場合に、瑕疵保険を付保するために必

要となる補修工事の見積もりが可能となります。 

・建物状況調査報告書に加え、補修の概算金額と補修方法の説明方法の無料提供が可能 

（問合せ先） 

ジャパンホームシールド㈱ 建物検査営業部 攝津氏 TEL：03-6872-1157 

 

売買契約書の書き方・重要事項説明書の書き方領布価格の変更／全宅連 
消費税率が引き上げられることに伴い、下記のとおり領布価格を 10月１日から変更します。 

新訂版 わかりやすい売買契約書の書き方    1,800円 →  1,840円（税込） 

新訂版 わかりやすい重要事項説明書の書き方    1,980円 →  2,020円（税込） 

重要事項説明書 表紙              680円 →   700円（税込） 

契約書表紙                   680円 →   700円（税込） 

（全宅連ＨＰ）⇒（出版物の御案内）⇒（会員専用ログイン）※ＩＤ、パスワード必要 

 

RC版戸建住宅価格査定マニュアル販売開始／不動産流通推進センター 
(連絡文書要旨) 

インターネット上で RC造戸建住宅の価格査定を可能とする標記マニュアルの販売を開始しま

した。 

戸建住宅・住宅地・マンションについてのマニュアルを作成し、国土交通省の推奨を受けて

販売して参りましたが、戸建てのマニュアルは木造・２×４造などが中心で RC造への対応は初

めてです。今回のリリースは「RC造戸建ての査定方法」として、広く利用していただけたらと

思います。 

（価格） 

年間利用料：2,500円（税抜） / 継続利用料 2,000円（税抜） 

戸建・RC戸建・住宅地・マンション、４種類すべて使えて、料金据え置き 2,500円。 

１年間、何回使っても追加費用なし。 

（問合せ先） 

(公財)不動産流通推進センター 企画調査部 富永氏 / 来住氏 

TEL：03-5843-2065 

Web版 既存住宅価格査定マニュアル：https://www.kakakusatei.jp/ 

(公財)不動産流通推進センター：https://www.retpc.jp/chosa/satei-2/ 

 

不動産広告Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ．賃貸物件をホームページに掲載していますが、普段の業務が多忙だったため、うっかりし

ていて、しばらくの間、物件の成約確認ができず、成約済物件をそのまま掲載し続けていま

した。懇意のポータルサイトの営業担当者から、契約済物件を掲載したままにしていると、

おとり広告になると云われました。悪意があって、このような状態になったわけではないの

に、おとり広告になるのでしょうか︖ 
 

Ａ．表示規約において、「おとり広告」を含む不当な表示に該当するか否かについては、一般消

費者の目線で客観的に判断されるものであり、事業者側の意図や過失の有無は問わないこと

になっています（無過失責任）。 

ご質問のケースは、悪意はないとのことですが、契約済みのため取引できない物件を広告

したわけですから、表示規約第 21 条第１項第２号で規定する「物件は存在するが、実際に

は取引の対象となり得ない物件に関する表示」に該当し、「おとり広告」となります。 

今後は、物件情報の更新作業を定期的に実施していただくか、ホームページから物件情報

自体を削除（非掲載）してください。 

(公社)首都圏不動産公正取引協議会刊 公取協通信より転載 

 

全宅連弁護士無料相談 

関係資料地区連絡協議会設置 

関係資料地区連絡協議会設置 

関係資料地区連絡協議会設置 

会費の納入はお済みですか？ 

令和元年度分の会費 （業協会 50,000 円、保証協会 6,000 円）を令和２年６月 
30 日までに納入がない場合、会員資格が無くなります。会費は地域の任意団体へ委
託していますので、詳しくは各任意団体へお問い合わせください。 

 

９月 27日（金）、10月 25日（金）13：00～16：00実施 
※事前に予約が必要です。 


