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●会員変更事項 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●宅地建物取引業法施行規則一部改正について（水害ハザードマップにおける取引対象の項目追加） 

先般よりご案内しておりましたが、宅地建物取引業施行規則の一部改正が８月２８日より施行されたことにより、取引

の対象となる宅地又は建物が水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップ 【洪水・雨水出水（内水）・

高潮】に含まれている場合、当該水害ハザードマップにおいて、その所在地を示して買主及び借主に説明しなければな

りません。たとえ物件所在地が 洪水、雨水出水（内水）、高潮のいずれの浸水想定区域外である場合でも、ハザードマ

ップにて位置を示す必要があります。  

 

改正内容に関するＱ＆Ａ 

https://niigata.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/ad4aa9768c0af76de52ee0fa8703ab20.pdf 

 

では、下記①～⑤の場合、重要事項説明の際にどのように説明すればいいのでしょうか？ラビーネット契約書書式集

内の「不動産売買契約書類記載マニュアル」に説明例文がありますので参考にしてください。 

  ① 水害ハザードマップ（洪水）がある場合 （想定浸水深の記載説明を行う場合） 

  ② 水害ハザードマップ（雨水出水・内水）がある場合 （想定浸水深の記載説明を行う場合） 

商号・名称 変更事項 変更内容 

㈱ピースワンエステート 専任取引士の増員 新取引士：金丸 寿充 （登録番号 第 9219号） 

㈱ワンホーム 専任取引士の変更 
新取引士：濱田 康孝 （登録番号 新潟第 12849号） 

旧取引士：有馬 宜代二 

㈱アオキ住建 代表者の変更 新代表者：青木一憲    旧代表者：青木宏彰 

㈱M・I不動産管理 
所在地及び専任取引士

の変更 

新住所：新潟市中央区東幸町 1-15 ナドービル 2階 

新取引士：高田 康一（登録番号 新潟 012121 号） 

旧取引士：井邊 正太 

東建コーポレーション㈱ 

新潟店 

所在地及び TEL・FAX 

の変更 

新住所：新潟市中央区鐙西１丁目 9-3 コンフェティ １階 

新 TEL・FAX： TEL 025-240-3300  FAX 025-240-3301 

㈱愛幸堂 
所在地及び TEL・FAX 

の変更 

新住所：新潟市西区小新西３丁目 14-8  

新 TEL・FAX： TEL 025-201-8959  FAX 025-333-4707 
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新規業者の入会に直接ご尽力を頂いた会員様に対し協会より感謝

の意を込め、商品券２万円を進呈しております。※2年 4月より改定 

免許申請及び入会パンフレット・入会書類につきましては、事務

局までお問い合わせ下さい。 

最新の入会金の詳細はこちらをご覧ください。  

http://niigata.zennichi.or.jp/fee_paper/ 

zennichi   

https://www.facebook.com/zennichiniigata/  

 

 

 

入会希望者のご紹介をお願いします！ 

https://niigata.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/ad4aa9768c0af76de52ee0fa8703ab20.pdf
http://niigata.zennichi.or.jp/fee_paper/
https://www.facebook.com/zennichiniigata/
https://www.facebook.com/zennichiniigata/
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  ③ 水害ハザードマップ（高潮）がある場合 （想定浸水深の記載説明を行う場合） 

  ④ 水害ハザードマップ（洪水・雨水出水（内水）・高潮）がある場合で、現地がいずれも浸水想定区域外である場合 （注意喚起） 

  ⑤ 水害ハザードマップ（洪水・雨水出水（内水）・高潮）が作成されていない場合 

※ 「不動産売買契約書類記載マニュアル」 のダウンロードは下記の要領で行ってください。 

 

 

 

 

 

 

  

また、法改正等の最新情報は、当本部ホームページの 《お知らせ》 にて随時ご案内しておりますので、ご確認ください

ますようお願いいたします。  全日新潟県本部ホームページ https://niigata.zennichi.or.jp/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●事務所備え付け書類等について 

今年も１１月頃より、宅地建物取引業法第７１条に基づく事務所調査の案内が不特定多数の業者に通知される予定 

です。下記に記載いたしました調査基準となる内容に従い、掲示物、携帯・提示物（入会説明会の際に無償でお渡しした

ものを含む）の所持、書類等の設置がなされているかどうか、各自ご確認下さいますようお願い申し上げます。 

 

◎標識、宅建業者票、報酬額表（令和１年１０月１日施行 税率１０％）の掲示等 

① 宅建業者票・・・・県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

② 報酬額表・・・・・・ラビーネットにてダウンロード可  県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

         ③ 個人情報の取扱いについて・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎契約締結権者および専任取引士の設置等 

        ④ 政令使用人設置・専任取引士の変更・・・・・県本部ホームページにて変更書類ダウンロード可 

◎従業者証明書等の携帯（従業者名簿の設置も必要） 

        ⑤ 従業者証明書・・・・ラビーネットにてダウンロード可 県本部にて販売 （ケース付き１部２５０円） 

⑥ 従業者名簿・・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

⑦ 従業者変更・・・・・・県本部ホームページにて変更書類ダウンロード可 

◎過去５年間の売買契約書及び重要事項説明書及び媒介契約書 

⑧ 各種契約書・重要事項説明書・媒介契約書・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎各契約に伴う取引成立台帳の記帳 

⑨ 取引成立台帳（売買用・：賃貸用）・・・・・ラビーネットにてダウンロード可 

◎取引の態様の明示、誇大広告等の禁止等 

   ⑩ 不動産取引における公正取引競争規約に基づいた広告の掲載 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●令和２年国勢調査の実施にあたる協力のお願い 

  本日１０月１日より、全国一斉に国勢調査が実施されます。この調査は、日本に住んでいる外国人を含むすべての

人・世帯を対象に５年毎に行われる、人口と世帯に関する重要な統計調査です。実施にあたり、新潟県総務管理部統計

課より、アパートやマンション、貸家等の管理業務を行っている会員業者様に、下記３点について「ご協力のお願い」とし

て周知依頼がきておりますのでお知らせいたします。 

最新版契約書のダウンロード方法 

 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/  ログイン➡ 契約書・書式集（ダウンロード版）  又は 契約書類作成システム（クラウド版）） 

 

          

 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/ ログイン ➡ コンテンツ ？ 契約書・書式集（ダウンロード版） 

➡ 売買編 ➡ 不動産売買契約書類記載マニュアル をクリック ➡ ダウンロード 【excel】 

※ラビーネット 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/ よりログイン ※ログインには、「ＩＤ」 「パスワード」が必要 

※新潟県本部ＨＰ 

 http://www.niigata.zennichi.or.jp/ 「変更届出書類提出」からダウンロード 

コンテンツ ？ から 

https://niigata.zennichi.or.jp/
https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
http://www.niigata.zennichi.or.jp/
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① 空き室状況を提供いただくこと 

  国勢調査員がマンションやアパートの各住戸を訪問し調査票を直接配布しますが、世帯の方と面接できず、各住戸

の居住の有無が判明しない場合があるため、今回の調査では、予め、又は調査実施段階で、市区町村又は国勢調

査員等が空き室状況について、管理人の方や管理業者の担当者に照会させて頂く場合があります。 

② 賃貸住宅内の掲示板やエレベーターにポスターを掲示させていただくこと 

   市町村から依頼があった場合、居住者の目につきやすいように、掲示板やエレベーターに広報用ポスター等の掲示 

をお願いします。 

③ オートロックマンションにおける調査活動に協力いただくこと   

   オートロックマンションでは、国勢調査員が共用玄関のインターホン等で各住戸と個別に連絡を取る代わりに、各住 

戸を訪問する日時（複数日）を事前に連絡させて頂く場合があり、その際は、訪問当日に各住戸を連続して訪問でき 

るよう、ご配慮をお願いします。 

「国勢調査 2020総合サイト」 https://www.kokusei2020.go.jp  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●推進センターの不動産研修動画サイト「The Library」 のご案内 

公益財団法人 不動産流通推進センターでは、選りすぐりの研修動画を無料または廉価で提供するサイト『ザ・ライブ

ラリー』を開設しており、第一弾として下記①～⑧の計１４本の動画を掲載しております。 

【無料動画】  

   ①不動産取引に関わるプレイヤー（従業者）へ～地形歴史学から学ぶ 土地への新たな知見～ 

②最近の不動産に関係する法令改正のポイント  ③プライベート・カンパニーの活用法 

【有料動画】1本 1,500円～2,000円で販売 

  ④物件調査と消費者目線での重要事項の作り方（合計 3本）  ⑤登記簿を読み解く！（合計 3本） 

  ⑥河川からみる災害の歴史～災害リスクを察知する～（合計 2本） 

  ⑦高齢者取引・代理人との取引の留意点（合計 2本） ⑧民法（債権法）改正 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ 

▼詳しくは『The Library』ホームページをご覧ください。 http://the-lib.mystrikingly.com/#the-library 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会開催のご案内（㈱社会空間研究所） 

㈱社会空間研究所は、国土交通省の補助事業として、この度 「民間賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応に関す 

る研修会」を全国９都市で実施いたします。新潟県内でも下記のとおり開催いたします。 

 

 

研修会の詳細や申込に関しましては、http://www.shaku-ken.co.jp/ias_2007/form_adr/adr.html にてご確認ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●TRA宅建試験直前講座 WEB動画配信のお知らせ 【受講無料】 

既にメールおよび FAXにてお知らせしましたが、例年ご好評いただいております「ＴＲＡ宅建試験直前講座」を、今回

はＷＥＢ動画配信にて開講いたします。公開期間中なら何度でもご視聴できますので、総仕上げに是非ご活用ください。 

講  師： 日建学院 宮嵜 晋矢 氏 

テーマ：  みやざきの宅建 超 重要ポイントＴＯＰ５×３  ～宅建試験で、合格点を効率よく獲る～ 

公開期間： 令和２年９月１８日（金）～ 令和２年１０月１８日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和３年１月１４日（木）  会場：NST新潟総合テレビ３階  定員：３０名 

 

申込方法  ①～⑤の順番で進んでください。 

① 全国不動産協会ホームページへアクセス http://www.zenkoku-fudousan.or.jp   

② “フォーラム２１″バナーをクリック 

③ 〘令和２年度 TRA宅建試験直前講座開設のご案内〙をクリック  

④ 〘お申込みはこちら〙をクリック後、申込フォーマットに必要事項を入力し送信  

⑤ 申込完了画面または完了メールに記載されたユーザー名/パスワードを利用し、動画を視聴開始 

 

もちろんのこと、過去に発行された号も閲覧することが出来ます。 

 

https://www.kokusei2020.go.jp/
http://the-lib.mystrikingly.com/#the-library
http://www.shaku-ken.co.jp/ias_2007/form_adr/adr.html
http://www.zenkoku-fudousan.or.jp/

