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Chapter
2 宅建業法の学習ポイント

  宅建業法の出題数など

　宅建業法からの出題数は、民法を中心とする「権利及び権利変動」分野とほぼ同じの、16 問前
後とされています。
　しかし、出題の対象となる法律条文数のボリュウムという観点から見ると、宅建業法が約 85 条
であるのに対し、民法だけで約 1,050 条と、圧倒的に「権利及び権利変動」分野の方が多いです。
　したがいまして、限られた学習時間であることを考慮すれば、学習時間の配分については、宅
建業法の学習により多くの時間を当てるのが、受験対策としては効率的であるといえます。

　宅建業法は、免許制度を基本に、取引主任者制度と営業保証金制度及び弁済業務保証金制度を
設け、必要な業務規制をしている法律です。
　すなわち、宅建業法の前半の規定は「制度規制」の規定となり、後半の規定は「業務規制」の
規定となっています。

※ 制度規制（次の（1）～（4））の規定と業務規制（次の（5））の規定の出題数を比較した場合、
以前はほぼ同じでしたが、近年は業務規制の規定からの出題数の方が多くなってきています。

　宅建業法は、一般的には得点源とみられている科目ですが、最近の出題では、問題文の長文化
に加えて、いわゆる「ひっかけ問題」が目立ちますので、問題文の文意を正確に読み取る訓練が
必要です。学習をすれば必ず高得点が得られる科目ですので、宅建業法全体で 8 割以上の正解を
目標にしてください。

具体的な出題範囲のうち主要な内容は、次のとおりです。
（1）免許

①用語の定義、②免許の基準、③免許換え、④変更の届出、⑤廃業等の届出が中心です。
ここからは、免許の基準から 1 問、変更の届出を中心とする手続規定から 1 問の出題が多いです。

（2）取引主任者
①登録、②登録の移転、③変更の登録、④死亡等の届出、⑤取引主任者証が中心です。
ここからは、登録から 1 問、取引主任者証から 1 問の出題が多いです。

（3）営業保証金
①営業保証金の供託、②営業保証金の還付が中心です。

（4）宅地建物取引業保証協会（保証協会）
①弁済業務保証金の供託、②弁済業務保証金の還付が中心です。

概要・学習法講義レジュメ
本文

試験傾向や学習方法を解説。
学習のコツを確認できます。

概要・学習法講義レジュメ
本文

試験傾向や学習方法を解説。
学習のコツを確認できます。
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※ 営業保証金と保証協会からは、それぞれ 1 問ずつの出題となっています。営業保証金制度と
弁済業務保証金制度とを比較して出題されることもよくありますので、両制度を比較研究し
ておく必要があります。

（5）業務規制
①媒介契約、②重要事項の説明、③ 37 条書面の交付、④業者自ら売主の規制（法 33 条の 2、
37 条の２～ 41 条の 2）、⑤業務に関する禁止事項、⑥従業者名簿等、⑦帳簿の備付け、⑧標識
の掲示と届出が中心です。
ここからは、①媒介契約から 1 問、②重要事項の説明から 1 ～ 2 問、③ 37 条書面の交付から 1
問、④業者自ら売主の規制から 3 ～ 4 問で、その他、「⑤業務に関する禁止事項、⑥従業者名簿等、
⑦帳簿の備付け、⑧標識の掲示と届出」等から 2 ～ 3 問の出題となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  宅建業法の学習ポイント

　取引主任者となったときに守るべき規定を学習することになりますので、実際に取引するとし
たら、どういった規制があるのか考えながら学習するとよいでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  宅建業法の出題範囲の中で、特に注意すべき点

●制度規制の規定の概要
　いわゆる経営の 3 要素である「人、物、金」という観点から説明しますと、「人」に相当する
のが取引主任者、「物」に相当するのが事務所、「金」に相当するのが営業保証金（あるいは弁
済業務保証金）と言えるでしょう。
したがって、制度規制のイメージ図としては、次のようになります。

取引主任者 　　　 　 事務所 　　 　　 保証金

	 ①	 ②	 ③

免　　　許　　　制　　　度

　①は、免許制度と取引主任者制度との関係です。
　宅地建物取引業者（以下、宅建業者という。）とは、宅建業法上の免許を受けて宅建業を営む
者のことを指します（宅建業法２条３号）。
　宅建業者には「法人業者」と「個人業者」とがありますが、最近は法人化が進み、法人の宅
建業者数は全体の宅建業者数の約８割を占めています。
　ところで、宅建業者と取引主任者との関係ですが、宅建業者自身（法人業者の場合は、役員）
は必ずしも取引主任者である必要はありません。取引主任者を雇って、法定数以上の専任の取
引主任者を確保すればよいとされています。

　②は、免許制度と事務所との関係です。
　免許は、免許権者の分類により、国土交通大臣免許（以下、大臣免許という。）と都道府県知
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免許の区分

　宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受
けなければならない。その区分は次のとおりである（法3条1項：図表3）。

　①国土交通大臣の免許　　2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営
もうとするとき。

　②都道府県知事の免許　　1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を営
もうとするとき。

1 国土交通大臣免許は、事務所を置く都道府県の数が2つ以上である場合であ

る。2つ以上の事務所を1つの県に置く場合は、都道府県知事免許である。

2 免許を与える権限を法律により認められている者は、国土交通大臣と都

道府県知事である。これを総称して「免許権者」という。

3 免許を受けられる者は、個人と会社等の法人である。

4 国土交通大臣への免許申請は、主たる事務所（本店等）の所在地を管轄

する都道府県知事を経由する。都道府県知事への免許申請は直接行う

（法78条の3）。

5 免許権者は、免許に条件を付し、または変更をすることができる（法3

条の2）。

✔CHECK  TEST（○or×）

□□問14. A県に本店、B県に支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、本店

の所在地を管轄する知事の免許を受けなければならない。

 1 ★★第　節

図表３ 

①国土交通大臣免許 
　の場合 

②都道府県知事免許 
　の場合 

◎ 
本店 
 

Ａ県 
 

○ 
支店 
 

Ｂ県 

支　店 

本　店 

○ 

◎ 

Ａ県 Ａ県以外の 
都道府県 

テキスト
本文

わかりにくい箇所は、
図表を使って解説します。
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（免　許）

第 3 条　①宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所（本店、

支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置してその事業を営もうとする場合

にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もう

とする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなら

ない。

②前項の免許の有効期間は、5年とする。

③前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けな

ければならない。

事務所の定義

　次のいずれかに該当するものは、業法上の事務所である（令1条の2）。
①本店または支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所または従たる事務所）。
②継続的に業務を行う施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する
権限を有する使用人を置くもの。

1 本店は、宅地建物取引業を営んでいなくとも事務所となる。

2 宅地建物取引業を営んでいない支店は、事務所に該当しない（宅建業と建設

業を兼業している者が、支店にて建設業のみ行う場合等）。

3 テント張りでの案内所等、移動が容易なものは、事務所に該当しない。

4 法15条1項の国土交通省令で定める場所（規則6条の2。P29参照）および

法50条1項に規定する国土交通省令で定める業務を行う場所（規則19条

1項。P134参照）は事務所ではない。

✔CHECK  TEST（○or×）

□□問15. A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみ

で宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は国土交通大臣の免許を受けなけ

ればならない。

□□問16. 本店、支店は業法上の事務所とされているが、兼業の業者（たとえば、建設

業と宅建業）が、本店において、もっぱら宅地建物取引業以外の業務のみを

第２節　事務所の定義

★ 2第　節
重要箇所は赤字で掲載。

CHECK TEST で、
理解力が確認できます。
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次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

問1． 宅地建物取引業の免許を受けた法人が、更新を受けずにその免許の効力が失われた場

合、その法人の役員であった者は、失効の日から５年間、免許を受けることはできな

い。

問2． Ｃ社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得て

から５年を経過していないとき、Ｃ社は、免許を受けることができない。

問3． 個人Ａは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業

を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から５

年を経過していないので、Ａは免許を受けることができない。

問4． Gがかつて勤務していたF社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したと

して、乙県知事から免許を取り消されたが、Gはその聴聞の期日及び場所の公示の日

の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から５年を経過していな

い場合、Gは、宅地建物取引業の免許を受けることができる。

問5． 宅地建物取引業者であったＣが、当該宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分

事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を

公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止

の届出をし、その届出の日から５年を経過していない場合、Ｃは、宅地建物取引業の

免許を受けることができる。

問6． 免許の申請の４年前に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をしたＤは、宅地建物

取引業の免許を受けることができない。

問7． 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者で、その法定代理人が禁錮以上

の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から５年を経過しないものは、宅地建物

取引業の免許を受けることができない。

問8． 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Ｃの法定代理人は、道路交通法

違反により禁錮刑に処せられ、現在服役中である。この場合、Ｃは、宅地建物取引業

の免許を受けることができない。

免　許　基　準①

　項目別に編成した１問１答式で
　項目ごとの出題傾向・問題形式が

確認できます。

過去問対策
問題解法力

ブラッシュアップ
　本文①
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（1）法人の場合、その役員又は政令で定める使用人のうちに免許欠格事由に該当す
る者がいると、免許を受けることができない（業法５条１項７号）。しかし、本肢

の場合、Ｂは既に取締役（役員）を退任しているので、Ｂの執行猶予期間の経過

とは関係なく、Ａ社は免許を受けることができる。誤り。

（2）刑法198条（贈賄）の罪による罰金刑は、免許欠格事由に該当しない（業法５条

１項３号の２）。Ｃ社は免許を受けることができる。誤り。

（3）執行猶予期間が満了したときは、刑の言渡しの効力が失われる（刑法27条）の

で、それから５年を経過しなくても、直ちに免許を受けることができる。誤り。

（4）法人である業者の役員が、刑法208条（暴行）の罪で罰金刑に処せられた場合に

は、当該法人は免許を取り消される（業法66条１項３号、５条１項３号の２）。正

しい。

免許の基準に関する問題は、出題ポイントがパターン化されているので、確実に

正答しないといけない。

正解　4

問題 1

解答・解説

宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

１　宅地建物取引業者Ａ社は、取締役Ｂが道路交通法に違反し、懲役１年

執行猶予３年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Ｂが取締

役を退任した後、Ａ社は改めて免許申請をしてもＢの執行猶予期間が経

過するまでは免許を受けることができない。

２　Ｃ社の取締役が刑法第198条（贈賄）の罪により罰金の刑に処せられ、

その執行を終えてから３年を経過した場合であっても、Ｃ社は免許を受

けることができない。

３　Ｄ社の取締役が、刑法第204条（傷害）の罪により懲役１年執行猶予２

年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることな

く、かつ猶予期間の満了の日から５年を経過しなければ、Ｄ社は免許を

受けることができない。

４　甲県知事の免許を受けているＥ社の取締役Ｆが、刑法第208条（暴行）

の罪により罰金の刑に処せられた場合、Ｅ社の免許は取り消される。

宅地建物取引業の免許①

アドバイス

過去問対策
問題解法力

ブラッシュアップ
　本文②

重要度の高い過去問を
本試験形式で学習できます。
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宅
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業
法

Q10

Q13

免許の種類には、どのようなものがありますか？

業法上の事務所とは、どういうものをいうのですか？

《免許制度》

国土交通大臣の免許

都道府県知事の免許

本　　店

支　　店

営業所等

2 つ以上の都道府県に事務所があるとき

1 つの都道府県に事務所があるとき

宅建業を営んでいなくても、常に事務所

宅建業を営んでいるものが事務所

継続的に業務を行う施設のある場所で、宅建業に関する契約締結権限を
有する使用人を置いているものが事務所

事務所の数が、10あったとしても、それが1つの都道府県内にあれば都道府
県知事の免許を受けなければなりませんか？

都道府県知事免許でも、全国いずれの場所においても、宅建業を営むことがで
きますか？

はい。事務所を置く都道府県の数が 1 つであれば、必ず都道府県知事の免許でなければ
なりません。

はい。国土交通大臣の免許でも都道府県知事の免許でも、全国どこで宅建業を営んでも
差し支えありません。

Q11

Q12

Q14

（1）本店が甲県にあり、事務所が乙県にもあるので、甲県知事を経由して国土交通大臣
へ免許を申請します。

（2）事務所（宅建業を営む予定があるもの）となるものが甲県のみにあるので、甲県知
事へ免許を申請します。

A 本店、B支店（宅建業と建設業を営む予定）、C支店（宅建業を営む予定が
ない）、D営業所（宅建業に関する契約締結権限を有する使用人を置く）、以上
において、（1）甲県にAとC、乙県にBとD、（2）甲県にA・B・D、乙県にC、
この2つの場合の免許権者はどうなりますか？

直前学習
頻出事項丸暗記ノート

本文

概要・学習法講義レジュメ
本文

重要事項を
穴埋めで確認。
知識の最終

チェックができます。

試験傾向や学習方法を解説。
　ＤＶＤの併用で、

学習のコツが体験できます。

基礎力確認
Ｑ＆Ａ式ポイントチェック

本文

Ｑ＆Ａ方式で学習内容を解説。
　新たな視点で

理解力が確認できます。

直前学習
頻出事項丸暗記ノート

本文

概要・学習法講義レジュメ
本文

重要事項を
穴埋めで確認。
知識の最終

チェックができます。

試験傾向や学習方法を解説。
　ＤＶＤの併用で、

学習のコツが体験できます。

基礎力確認
Ｑ＆Ａ式ポイントチェック

本文

Ｑ＆Ａ方式で学習内容を解説。
　新たな視点で

理解力が確認できます。
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免許を受けた宅建業者が事業開始できるのはいつですか？

免許の有効期間はどのようになっていますか？

免許更新の手続は、どのようになっていますか？

制限行為能力者は、免許を受けることができますか？

（1）主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に営業保証金を供託して免許権者へその旨を
届け出た後です。

（2）保証協会に加入したときで、弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が一定期間
内に供託して、その旨を当該社員の免許権者へ届け出た後です。

有効期間は 5 年です。

免許の有効期間満了後も引続いて宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなけれ
ばならず、その手続は、期間満了の日の 90 日前から 30 日前までに更新のための申請書
を提出しなければなりません。
＜アドバイス＞＊申請を受けても免許の有効期間内に処分が行われないときは、従前の

免許でそのまま営業を継続できます。
＊免許の有効期間を経過して更新の免許を受けたときの免許の有効期間

は、従前の免許の期間満了の日の翌日から 5 年とされます。

Q15

Q16

Q17

Q18

制限行為能力者

未 成 年 者

成 年 被 後 見 人
被 保 佐 人
被 補 助 人

免許を受けられる場合

● 婚姻した未成年者
● 営業許可のある未成年者
● 営業許可のない未成年者（この場合は、本人及びその法定代理人の

資格も審査される）
この者は、免許を受けることはできないが、この審判の取消され
た翌日から受けられるようになる。

免許を受けられる。
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