平成 30 年宅建本試験解説

■問 09■相殺
Ａは、平成 30 年 10 月１日、Ａ所有の甲土地につき、Ｂとの間で、代金 1,000 万円、支払期日を同年 12 月
１日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正
しいものはどれか。
１ ＢがＡに対して同年 12 月 31 日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Ｂは同年 12 月１日に
売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
２ 同年 11 月１日にＡの売買代金債権がＡの債権者Ｃにより差し押さえられても、Ｂは、同年 11 月２日から
12 月１日までの間にＡに対する別の債権を取得した場合には、同年 12 月１日に売買代金債務と当該債権
を対当額で相殺することができる。
３ 同年 10 月 10 日、ＢがＡの自動車事故によって被害を受け、Ａに対して不法行為に基づく損害賠償債権を
取得した場合には、Ｂは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
４ ＢがＡに対し同年９月 30 日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Ａが当該消滅
時効を援用したとしても、Ｂは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

正解：3
設定の確認

1 誤り
ＢがＡに対して 12 月 31 日を支払期日とする貸金債権を
有していたとしても、12 月１日の時点でＢのほうから相殺
することはできません。
貸金債権につき、Ａは、12 月 31 日までに支払えばいいと
いう期限の利益を有しています。Ｂの一方的な判断で、Ａ
の期限の利益を奪うことは許されません。
※Ａのほうからであれば、12 月１日時点でも相殺することが可能です。自らの期限の利益を放棄すればいいからです。

出題テーマ
弁済期と相殺

参照項目
民法[22]2(3)
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直前の出題

出題回数

16-08-1

3 回目
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2 誤り
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債
権による相殺をもって差押債権者に対抗することができませ
ん（民法 511 条）。
本肢でいうと、支払いの差止めを受けたＢは、その後に取
得したＡに対する債権を自働債権とする相殺を、差押えをし
たＣに対抗することができません。

※Ｂが債権を取得したのがＣの差押えより先であれば、Ｂは、その債権の期限が到来した時点以降、相殺をすることがで
きます（最大判昭 45.06.24）。

出題テーマ
支払差止債権と相殺

参照項目
民法[22]4(2)

直前の出題

出題回数

23-06-1

6 回目

3 正しい
Ａによる不法行為の被害者であるＢは、加害者Ａに対し
て損害賠償請求権を有します。この状態で、Ｂのほうから
相殺することには、何ら問題がありません（民法 509 条。
最判昭 42.11.30）。金銭で賠償を受けるか、売買代金と相
殺するかは、Ｂが決めるべき問題だからです。
※逆に加害者Ａのほうから相殺することはできませ
ん（民法 509 条）。これを認めてしまうと、極端な話、「売買代金を支払わない買主をぶん殴って、損害賠償請求権と
相殺」などということが可能になってしまいます。
出題テーマ
不法行為債権と相殺

参照項目
民法[22]4(1)

直前の出題

出題回数

28-09-3

6 回目

4 誤り
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適
状になっていた場合、その債権者は、相殺をすることが
できます（民法 508 条）。
本問の場合、Ｂの貸金債権については、９月 30 日に
時効が完成しています。それに対して、Ａの売買代金債
権が成立したのは、10 月１日のことです。両者はすれ違
いの関係になっていて、相殺適状に達したことはありません。したがって、Ｂのほうから相殺することはできません。

出題テーマ
時効消滅した債権を自働債権とする相殺

参照項目
民法[22]3(2)
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直前の出題

出題回数

17-04-3

5 回目
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問 17■開発許可
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積につ
いては、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都
市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
１ 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内に
おいて行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
２ 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了
の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物
を新築することができない。
３ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000 ㎡の開発行為をしようとする者は、都道府
県知事の許可を受けなくてよい。
４ 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした 1,000 ㎡の土地
の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解：4
開発許可の要否
開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めるこ
とができます。

1 正しい
以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です（都市計画法 29 条１項）。
1

公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

2

都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為

3

非常災害のための応急措置として行う開発行為

4

通常の管理行為、軽易な行為

本肢は、(3)に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。
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出題テーマ

参照項目

非常災害のための応急措置

都計法[06]2(1)③

直前の出題

出題回数

25-16-4

4 回目

2 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築することができません。
例外は以下の２つの場合です（都市計画法 42 条１項）。
1

知事が支障がないとして許可した場合

2

用途地域に適合する建築物を建築する場合

本肢では、「用途地域等の定めがない土地」というのですから、(2)には該当しません。したがって、(1)都道府県知事の
許可を受けない限り、予定建築物以外の建築物を新築することはできません。

出題テーマ
開発区域内の建築の制限（工事完了公告後）

参照項目
都計法[06]4(2)②

直前の出題

出題回数

27-15-2

11 回目

3 正しい
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発許可が不要となるのは、
その面積が 10,000 ㎡未満の場合です
（都
市計画法 29 条１項１号、令 19 条１項）。本肢の行為の規模は 8,000 ㎡ですから、開発許可を受ける必要がありません。

面積要件
都市計画区域
市街化区域

市街化調整区域

非線引区域

1,000 ㎡未満

面積要件なし

3,000 ㎡未満

出題テーマ
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域

参照項目
都計法[06]2(3)

準都市計画区域

その他

3,000 ㎡未満

10,000 ㎡未満

直前の出題

出題回数

29-17-3

7 回目

4 誤り
市街化区域以外の区域において、農林漁業用の建築物又は農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供す
る目的で行う開発行為については、面積を問わず、開発許可は不要です（都市計画法 29 条１項２号、２項１号）。
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出題テーマ

参照項目

直前の出題

出題回数

農林漁業関連

都計法[06]2(2)

29-17-2

19 回目

準都市計画区域

都計法[06]2(3)

29-17-1

5 回目

■問 27■建物状況調査
宅地建物取引業者Ａは、Ｂが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Ｃは、
Ｄから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、Ｂ及びＤは、それぞれＡ及
びＣの媒介により、甲住宅の売買契約（以下この問において「本件契約」という。）を締結した。この場合に
おける次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいも
のはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第 34 条の２第１項第４号に規定する調査をい
うものとする。
１ Ａは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Ｄに対し、建物状
況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
２ Ａ及びＣは、本件契約が成立するまでの間に、Ｄに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の
建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書
類に記載されている内容について説明しなければならない。
３ ＣがＤとの間で媒介契約を締結する２年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合におい
て、Ａ及びＣは、本件契約が成立するまでの間に、Ｄに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結
果の概要について説明しなければならない。
４ Ａ及びＣは、Ｄが宅地建物取引業者である場合であっても、法第 37 条に基づき交付すべき書面において、
甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省
略することはできない。

正解：4
設定の確認

1 誤り
宅建業者Ａは売主Ｂから、宅建業者Ｃは買主Ｄから、それぞれ媒介の依頼を受けています。したがって、媒介契約書を作
成し、これを交付する義務を負います（宅建業法 34 条の２第１項）。そして、この書面の記載事項には、「建物状況調査の
あっせんに関する事項」が含まれます（同項４号）。
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本肢では、ＡがＤに確認していますが、このようなルートは、存在しません。また、
媒介契約書は、売買契約締結後、遅滞なく交付するものです。「本件契約が成立するま
での間」では、タイミングとして遅過ぎます。

出題テーマ

参照項目

媒介契約書の記載事項（建物状況調査）

宅建業法[10]3(1)⑨

直前の出題

出題回数

なし

初出題

☆「媒介契約書の記載事項（建物状況調査）」というテーマは、問 33 肢 1 でも出題されています。

2 誤り
Ａは売主Ｂを媒介する宅建業者として、Ｃは買主Ｄを媒介する宅建業者として、それぞれ
買主Ｄに対して重要事項説明書を交付し、その内容を説明する義務を負います（宅建業法
35 条１項）。
重要事項説明の内容に含まれるのは、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持
保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」です（同項６号の２ロ）。
「保存の状況」を説明すればいいのであって、書類の記載内容を説明する必要はありません。

書類の保存の状況
売買

貸借

宅地

建物

宅地

建物

－

◯

－

×

出題テーマ

参照項目

説明事項（書類の保存の状況）

宅建業法[11]2(2)⑫

直前の出題

出題回数

なし

初出題

3 誤り
（登場人物の関係は、肢 2 と同じです。）
「建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」は、重要事項説明の内
容に含まれています。ただし、ここでいう建物状況調査は、実施後１年以内のものに限られます（宅建業法 35 条１項６号の
２イ、規則 16 条の２の２）。
本肢の建物状況調査は、２年前に実施されたものです。これについて説明する義務はありません。
建物状況調査の結果の概要
売買

貸借

宅地

建物

宅地

建物

－

◯

－

◯
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出題テーマ
説明事項（建物状況調査の結果の概要）

参照項目
宅建業法[11]2(2)⑫

直前の出題

出題回数

なし

初出題

☆「説明事項（建物状況調査の結果の概要）」というテーマは、問 39 肢 2 でも出題されています。

4 正しい
Ａは売主Ｂを媒介する宅建業者として、Ｃは買主Ｄを媒介する宅建業者として、それぞれ
売主Ｂと買主Ｄに対して契約書面（37 条書面）を交付する義務を負います（宅建業法 37 条
１項）。本肢では、そのうち、Ｄに交付するものについてきかれています。
契約書面に関しては、相手方が宅建業者である場合でも、交付を省略することはできず、
また、記載事項についても特別なルールはありません。そして、契約書面の記載事項には、
「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」が含まれま
す（同項２号の２）。
Ａ及びＣは、Ｄに対し、この項目が記載された契約書面を交付する義務を負っています。
※「建物の構造耐力上主要な部分等」とは、以下の２つの部分をいいます。
建物の構造耐力上主要な部分

基礎、壁、柱など

雨水の浸入を防止する部分

屋根、外壁、開口部など

出題テーマ

参照項目

直前の出題

出題回数

37 条書面の交付相手（媒介のケース）

宅建業法[12]1(2)④

28-42-3

10 回目

37 条書面（交付先が宅建業者である場合）

宅建業法[12]1(4)

28-42-1

15 回目

必要的記載事項（当事者双方が確認した事項）

宅建業法[12]2(1)⑤

なし

初出題

☆「37 条書面（交付先が宅建業者である場合）」というテーマは、問 28 肢イと問 29 肢 1 でも出題されています。
☆「必要的記載事項（当事者双方が確認した事項）」というテーマは、問 34 肢エでも出題されています。

■問 31■報酬（空家等の売買）
宅地建物取引業者Ａ（消費税課税事業者）が受け取ることのできる報酬の上限額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 土地付中古住宅（代金 500 万円。消費税等相当額を含まない。）の売買について、Ａが売主Ｂから媒介を
依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ５万円（消費税等相当額を含まない。）多く要す
る場合、その旨をＢに対し説明した上で、ＡがＢから受け取ることができる報酬の上限額は 280,800 円で
ある。
２ 土地付中古住宅（代金 300 万円。消費税等相当額を含まない。）の売買について、Ａが買主Ｃから媒介を
依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ４万円（消費税等相当額を含まない。）多く要す
る場合、その旨をＣに対し説明した上で、ＡがＣから受け取ることができる報酬の上限額は 194,400 円で
ある。
３ 土地（代金 350 万円。消費税等相当額を含まない。）の売買について、Ａが売主Ｄから媒介を依頼され、
現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ２万円（消費税等相当額を含まない。）多く要する場合、そ
の旨をＤに対し説明した上で、ＡがＤから受け取ることができる報酬の上限額は 194,400 円である。
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４ 中古住宅（１か月分の借賃 15 万円。消費税等相当額を含まない。）の貸借について、Ａが貸主Ｅから媒
介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ３万円（消費税等相当額を含まない。）多く
要する場合、その旨をＥに対し説明した上で、ＡがＥから受け取ることができる報酬の上限額は 194,400
円である。

正解：3
報酬に関する空家等の売買の特例
「空家等」とは、売買代金 400 万円以下（税別）の宅地又は建物のことをいいます。空家等の売買契約に関しては、通常
の計算方法で求めた報酬額に加えて、現地調査等に要する費用を報酬として受領することができます。
この特例を利用することができるのは、売主から受領する報酬に限られます。また、費用の額についてあらかじめ売主に
説明する必要があります。特例を利用した場合でも、報酬の上限は、18 万円です（税別。税込では 194,400 円）。
特例が適用されるかどうか、以下の点がチェックポイントです。
チェックポイント
適用あり

適用なし

◯空家等（売買代金 400 万円以下（税別）の宅地又は建物）

×売買代金 400 万円超（税別）

◯売買

×貸借

◯売主から受け取るもの

×買主から受け取るもの

◯売主への説明あり

×説明なし

◯合計 18 万円（税別）以内

×18 万円（税別）超

1 誤り
代金が 500 万円で 400 万円を超えています。したがって、空家等売買の特例を適用することはできません。
報酬の限度額は、以下のように計算します。
500 万×３％＋６万＝21 万円
21 万円×1.08＝226,800 円
※21 万円に調査費用の５万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある 280,800 円です。

2 誤り
空家等売買の特例が利用できるのは、売主から受領する報酬についてです。本肢では、買主から報酬を受領するのですか
ら、特例を適用することはできません。
報酬の限度額は、以下のように計算します。
300 万×４％＋２万＝14 万円
14 万円×1.08＝151,200 円
※14 万円に調査費用の４万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある 194,400 円です。

3 正しい
チェックポイントのすべてをクリアしているので、空家等売買の特例を適用することができます。
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報酬の限度額は、以下のように計算します。
①まずは、通常の計算式を使います。
350 万円×４％＋２万＝16 万
②求めた金額に、調査費用の２万円を加算します。
16 万＋２万＝18 万
（上限の 18 万円以内であることを確認）
③消費税を上乗せします。
18 万×1.08＝194,400 円

4 誤り
空家等売買の特例が利用できるのは、売買契約の代理又は媒介をする場合に限られます。本肢では、賃貸借契約を締結し
ているので、特例を適用することはできません。
報酬の限度額は、１ヶ月分の家賃に消費税を上乗せしたものです。
15 万円×1.08＝162,000 円
※月の借賃 15 万円に調査費用の３万円を加え、消費税を上乗せしたのが、選択肢にある 194,400 円です。

■問 46■住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。
１ 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っ
ているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機
関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
２ 機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住
宅融資保険を引き受けている。
３ 機構は、証券化支援事業（買取型）において、ＭＢＳ（資産担保証券）を発行することにより、債券市場
（投資家）から資金を調達している。
４ 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする
住宅の改良（高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。）に必要な資金の貸付けを業務として
行っている。

正解：1
1 誤り
証券化支援事業（買取型）において、買取り（譲受け）の対象となるのは、住宅建設・購入のための貸付債権です（住宅
支援機構法 13 条１項１号）。この中には、以下の目的のための貸付債権が含まれます（同法施行令５条１項１号、２号）。
1

住宅の建設に付随する土地・借地権の取得

2

住宅の購入に付随する土地・借地権の取得

3

住宅の購入に付随する住宅の改良

本肢は、「住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付け」を除外している点が誤りです。
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出題テーマ
債権譲受けの対象となる貸付債権

参照項目
免除科目[01]2(1)②

直前の出題

出題回数

29-46-4

6 回目

2 正しい
機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて住宅融資保険を引き受けるという業
務（住宅融資保険業務）を行っています（住宅金融支援機構法 13 条１項３号）。これは、機構
と金融機関との間で保険契約を締結し、住宅ローン債務者が返済を滞る事態に陥ったときには、
機構が金融機関に保険金を支払う、というシステムです。

出題テーマ
住宅融資保険業務

参照項目
免除科目[01]4(1)

直前の出題

出題回数

21-46-1

3 回目

3 正しい
機構は、買い取った住宅ローン債権を担保としてＭＢＳ（Mortgage Backed Security。資産担保証券）を発行することが
でき（住宅金融支援機構法 13 条１項１号、19 条１項）、これにより、債券市場（投資家）から資金を調達しています。

出題テーマ
ＭＢＳの仕組み

参照項目
免除科目[01]2(1)①

直前の出題

出題回数

27-46-3

5 回目

4 正しい
機構は、高齢者家庭に適した住宅の改良（バリアフリー工事・耐震改修工事）に必要な資金の貸付けを業務として行って
います（住宅金融支援機構法 13 条１項９号）。

出題テーマ
直接融資業務

参照項目
免除科目[01]3(1)
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直前の出題

出題回数

28-46-1

10 回目

