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■問 01■対抗問題 

Ａは、Ａが所有している甲土地をＢに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に

よれば、誤っているものはどれか。 

１ 甲土地を何らの権原なく不法占有しているＣがいる場合、ＢがＣに対して甲土地の所有権を主張して明渡

請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。 

２ Ｂが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Ａから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上

にＤ名義の登記ある建物を有するＤに対して、Ｂは自らが甲土地の所有者であることを主張することがで

きない。 

３ Ｂが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をＥに売却した場合、Ｅは、甲土地の所有権移転登記

なくして、Ａに対して甲土地の所有権を主張することができる。 

４ Ｂが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したＦは、甲土地の所有権移転登

記を備えていなくても、Ｂに対して甲土地の所有権を主張することができる。 

正解：1 

設定の確認 

 

1 誤り 

Ｃは、甲土地を何らの権限なく不法占有しています。このような不法占拠者は、「登記がないことを主張する正当な利益

を有する者」ということができず、そのため対抗問題でいう「第三者」に該当しません（最判昭 25.12.19）。したがって、

Ｂは、甲土地の所有権移転登記を備えなくても、Ｃに対して所有権を主張し、明渡しを請求することができます。 

本肢は、「所有権移転登記を備えなければならない」とする点が誤りです。 

 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

対抗問題：不法占拠者 民法[08]3(3) 4 回 19-03-3 

2 正しい 

土地の譲受人Ｂが土地の賃借人Ｄに対して所有権や賃貸人たる地位の取得を対抗するためには、甲土地の所有権移転登記

を備える必要があります（最判昭 49.03.19）。 

https://e-takken.tv/
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55963&hanreiKbn=02
https://e-takken.tv/mp08/
https://e-takken.tv/19-03
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52074&hanreiKbn=02
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出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

対抗問題：賃借人 民法[08]3(5) 8 回 24-06-2 

3 正しい 

甲土地の所有権は、ＡからＢへ、ＢからＥへと順次に移転しています。

したがって、ＥとＢ、ＥとＡの間には対抗問題が発生していません。対

抗問題ではないのですから、権利を主張するために所有権移転登記を受

ける必要はありません。Ｅは、所有権移転登記がなくても、Ａに対して、

甲土地の所有権を主張することができます。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

対抗問題：順に譲渡された場合 民法[08]1(2)② 4 回 16-03-4 

4 正しい 

時系列に整理しましょう。①ＡからＢへの譲渡と②Ｂへの所有権移転登記の後で、③甲土地に関するＦの取得時効が完成

しています。つまり、時効により権利を取得したＦから見て、Ｂは時効完成前の第三者です。 

この場合、甲土地の所有権は、ＡからＢ、ＢからＦと順次移転しています。ＦとＢ、ＦとＡの間には対抗問題が発生して

いません（肢３と同じ状況です）。Ｆは、所有権移転登記がなくても、Ａに対して、甲土地の所有権を主張することができ

ます（最判昭 41.11.22）。 

 

【参考】時効完成後の第三者 

話の順序を少し変えて、①甲土地についてＧの時効が完成した後に、②ＡからＢへの売却が行われたケースについて考え

てみましょう。時効により権利を取得したＧから見て、Ｂは時効完成後の第三者ということになります。 

この場合、①ＡからＢへの取得時効による所有権移転と②ＡからＢへの売買契約による所有権移転との間には、対抗問題

が生じています。ＧがＢに対して所有権を主張するためには、Ｂよりも先に所有権移転登記を備える必要があります。 

 

https://e-takken.tv/mp08/
https://e-takken.tv/24-06
https://e-takken.tv/mp08/
https://e-takken.tv/16-03
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53871&hanreiKbn=02
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出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

対抗問題：時効完成前の第三者 民法[08]2(2)② 6 回 27-04-3 

■問 16■都市計画法(開発許可） 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。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 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした 4,000 ㎡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。 

２ 市街化区域において、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 1,500 ㎡の土地の区画

形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 

３ 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした 8,000 ㎡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。 

４ 市街化調整区域において、医療法に規定する病院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、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 

正解：1 

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 

店舗の建築に関して、３つ目までのチェックは、すべて”No”となります。そこで、最後に面積要件をチェックします。 

 

準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が 3,000 ㎡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 4,000 ㎡ですから、開発許可を受けなければなりません。 

 

面積要件 

https://e-takken.tv/
https://e-takken.tv/mp08/
https://e-takken.tv/27-04
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都市計画区域 
準都市計画区域 その他 

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 3,000 ㎡未満 10,000 ㎡未満 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

面積要件（準都市計画区域内） 都市計画法[06]2(3) 6 回 30-17-4 

2 誤り 

■農林漁業用の建築物 

農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱い

を受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます（都市計画法 29 条１項２号、２項１号）。 

本肢は、市街化区域内の行為ですから、農林漁業用の建築物という理由では、許可不要にはなりません。 

 

都市計画区域 
準都市計画区域 その他 

市街化区域 市街化調整区域 非線引区域 

特例なし 許可不要 

■面積要件 

 

次に問題になるのが、面積要件です。市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が 1,000㎡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 1,500 ㎡ですから、開発許可を受けなければなりま

せん。 

都市計画区域 
準都市計画区域 その他 

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 3,000 ㎡未満 10,000 ㎡未満 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

農林漁業関連（市街化区域内） 都市計画法[06]2(2) 11 回 29-17-2 

面積要件（市街化区域内） 都市計画法[06]2(3) 8 回 29-17-2 

  

https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/30-17
https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/29-17
https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/29-17


過去問徹底！宅建試験合格情報 

-5- 
 

3 誤り 

■特定工作物 

開発許可は、開発行為を行う場合に必要となるものです。そして、開発行為は、「主として建築物の建築又は特定工作物

の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています（都市計画法４条 12 項）。 

特定工作物には、第一種特定工作物、第二種特定工作物の２種類があります。第二種特定工作物というのは、ゴルフコー

ス（面積問わず）と面積１ヘクタール（10,000㎡）以上の野球場・庭球場・墓園などをいいます（同条 11 項、令１条２項）。

しかし、本肢の野球場の面積は、8,000 ㎡です。そもそも第二種工作物に該当しません。 

 

■開発許可の要否 

本肢の野球場は、第二種特定工作物にあたりません。この野球場を建設するために土地の区画形質を変更しても、その行

為は、開発行為には該当しないわけです。したがって、本肢の行為に開発許可を受ける必要はありません。 

 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

第二種特定工作物 都市計画法[06]1(2) 9 回 29-17-4 

面積要件（市街化調整区域内） 都市計画法[06]2(3) 5 回 26-16-ア 

4 誤り 

■公益上必要な一定の建築物 

公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(都市計

画法 29 条１項３号、令 21 条)。 

 

該当するもの 駅舎・図書館・博物館・公民館・変電所 

該当しないもの 診療所・病院・学校 

https://e-takken.tv/
https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/29-17
https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/26-16
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しかし、病院は、このリストに含まれていません。したがって、病院を建築する目的であるというだけで、開発許可が不

要になることはありません。 

■面積要件 

続いて面積要件をチェックします。しかし、市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という

一律の基準は設定されていません（同法 29 条１項１号参照）。 

したがって、いかに小規模の開発であっても、開発許可が必要です。 

 

都市計画区域 
準都市計画区域 その他 

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 3,000 ㎡未満 10,000 ㎡未満 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

公益上必要な建築物：病院 都市計画法[06]2(1)① 3 回 26-16-ア 

面積要件（市街化調整区域内） 都市計画法[06]2(3) 5 回 26-16-ア 

■問 23■所得税 

個人が令和元年（平成 31年）中に平成 31 年１月１日において所有期間が 10年を超える居住用財産を譲渡

した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の 5,000 万円特別控除の適用を受ける場合であっても、

その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることがで

きる。 

２ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成 29年において既にその特例の適用を受

けている場合であっても、令和元年（平成 31 年）中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができ

る。 

３ 居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡し

た場合には、適用を受けることができない。 

４ その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡

があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受け

ることができない。 

正解：2 

設定の確認 

本問では、「平成 31 年１月１日において所有期間が 10 年を超える居住用財産を譲渡」しています。したがって、他の要

件をみたせば、居住用財産譲渡に関する軽減税率の適用を受けることができます。 

https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/26-16
https://e-takken.tv/tk06/
https://e-takken.tv/26-16
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1 正しい 

(1). 収用等の際の譲渡所得の 5,000万円特別控除（租税特別措置法 33 条の４） 

(2). 居住用財産譲渡の軽減税率の特例（同法 31 条の３） 

という２つの制度は、重複して適用を受けることができます。 

  課税標準 

  居住用財産

特別控除 

収用等の 

特別控除 
買換え特例 

税率 
居住用財産譲渡の軽減税率 ◯ ◯ × 

優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率 × × × 

 

例えば、土地の収用に対して 7,000 万円の補償金を得たとします。このうち、5,000 万円については、収用等の特別控除を

受けることができます。また、残りの 2,000 万円についても居住用財産譲渡の軽減税率が適用されます。 

 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

重複適用：5,000 万円特別控除＆居住用財産の軽減税率 税・鑑定[06]5 4 回 24-23-2 

2 誤り 

居住用財産譲渡の軽減税率の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります（租税特別措置法 31 条の３第１

項）。 

1 

居住用財産の譲渡であること 

①現に居住している家屋・敷地 

②過去に居住していた家屋・敷地 

（居住しなくなってから３年経過する年の 12 月 31 日までの譲渡に限る。） 

2 配偶者、直系血族、生計を一にしている親族に対する譲渡でないこと 

3 前年・前前年に、この特例の適用を受けていないこと 

平成 29 年に特例の適用を受けた場合、平成 30 年と令和元年（平成 31 年）には、特例の適用を受けることができません。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

居住用財産譲渡の軽減税率：繰返しの適用 税・鑑定[06]3(2) 1 回 なし 

3 正しい 

居住用財産譲渡の 3,000万円特別控除を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります（租税特別措置法 35 条）。 

https://e-takken.tv/
https://e-takken.tv/zk06/
https://e-takken.tv/24-23/
https://e-takken.tv/zk06/
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1 

居住用財産の譲渡であること 

①現に居住している家屋・敷地 

②過去に居住していた家屋・敷地 

（居住しなくなってから３年経過する年の 12 月 31 日までの譲渡に限る。） 

2 配偶者、直系血族、生計を一にしている親族に対する譲渡でないこと 

3 前年・前前年に、この特例の適用を受けていないこと 

譲渡の相手方が、配偶者、直系血族、生計を一にしている親族の場合には、特別控除の適用を受けることができません。 

本肢では、直系血族である孫に譲渡したのですから、特別控除の対象になりません。 

※直系血族である以上、生計を一にしているかどうかは、結論に無関係です。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

3,000 万円特別控除：親族間の譲渡 税・鑑定[06]2(2) 4 回 24-23-4 

4 正しい 

個人が収用等のために居住用財産を譲渡した場合、収用等に伴い代替資産を取得したときには課税の特例 （課税の繰延べ）

を受けることができます（租税特別措置法 33 条１項）。 

補償金の額よりも代替資産の取得額が少なかった場合、その差額について、居住用財産譲渡の軽減税率（同法 31 条の３）

の適用を受けることはできません。 

 

例えば、土地の収用に対して 7,000 万円の補償金を得たとします。このうち、5,000 万円で代替資産を購入した場合、この

部分については、課税の繰延べを受けることができます。残りの 2,000 万円について、居住用財産譲渡の軽減税率の適用を

受けることはできません。 

 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

重複適用：収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の

特例と居住用財産の軽減税率の特例 
税・鑑定[06]5 4 回 07-29-3 

■問 43■免許の欠格要件 

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 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第 246 条（詐欺）の罪により懲役１年の刑に処せられ、

その刑の執行が終わった日から５年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 

https://e-takken.tv/zk06/
https://e-takken.tv/24-23/
https://e-takken.tv/zk06/
https://e-takken.tv/07-29/
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２ 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第 252 条（横領）の罪により懲役１年執行猶予

２年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から５年を経過していな

くても、当該法人は免許を受けることができる。 

３ 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第 261 条（器物損壊等）の罪に

より罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から５年を経過していない場合、当該法人は免許を

受けることができない。 

４ 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第 231 条（侮辱）の罪により拘留の刑に処せられ、その

刑の執行が終わった日から５年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 

正解：2 

はじめに 

■欠格要件チェックの対象者 

法人の免許について欠格要件を考える場合、法人自体だけでなく、その役員や政令で定める使用人も欠格要件を判断する

際の対象者になります（宅建業法５条１項７号参照）。 

 本人 役員 政令で定める使用人 

個人業者 ◯ － ◯ 

法人業者 ◯ ◯ ◯ 

■犯罪と欠格要件 

まず、重い刑罰を受けた場合。具体的には、禁錮以上の刑に処せられた場合、免許の欠格要件に該当します（同条１項３

号）。犯罪の種類は、問いません。 

逆に、軽い刑罰の場合。具体的には、拘留や科料の刑罰を受けたとしても、免許の取得には全く問題がありません。 

複雑なのは、罰金の場合です。罰金刑を受けた場合は、その原因となった犯罪の種類により、欠格要件になるかどうか、

が異なります（同条３号の２）。したがって、刑罰の種類だけでなく、原因になった罪名までチェックする必要があります。 

 

罰金刑が欠格要件となる犯罪 

1 宅建業法違反 

2 傷害罪 

3 傷害現場助勢罪 

4 暴行罪 

5 凶器準備集合・結集罪 

6 脅迫罪 

7 背任罪 

8 暴力団対策法違反 

9 暴力行為等処罰法違反 
 

1 誤り 

非常勤であっても「役員」であることに変わりありません。したがって、欠格要件チェックの対象者です。 

https://e-takken.tv/
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禁錮以上の刑に処せられた場合、宅建業の免許の欠格要件に該当します（宅建業法５条１項３号）。 

この非常勤役員が受けた懲役刑は、禁錮以上の刑です。したがって、非常勤役員が刑の執行を終えた日から５年間を経過

するまで、この法人は、免許を受けることができません。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

免許の欠格要件（「役員」の意味：非常勤役員） 宅建業法[03]2(2) 5 回 25-26-3 

免許の欠格要件（禁錮以上の刑） 宅建業法[03]1(3)① 13 回 30-36-3 

2 正しい 

「政令で定める使用人」は、欠格要件チェックの対象者です。 

そして、懲役刑（禁錮以上の刑）に処せられることは、免許の欠格要件に該当します（宅建業法５条１項３号）。しかし、

執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失っています（刑法 27 条）。５年の経過を待たなくても、この法人

は、免許を受けることができます。 

 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

免許の欠格要件（「政令で定める使用人」の意味） 宅建業法[03]2(3) 6 回 27-27-2 

免許の欠格要件（禁錮以上の刑） 宅建業法[03]1(3)① 13 回 30-36-3 

免許の欠格要件（執行猶予付判決の場合） 宅建業法[03]1(3)④ 16 回 27-27-2 

3 誤り 

「専任宅建士」は、欠格要件チェックの対象者に含まれていません。したがって、専任宅建士にどのような事情があろう

とも、この法人が免許を受ける上での問題はありません。 

※専任宅建士ではなく、役員や政令で定める使用人であったとしても、「器物損壊罪で罰金刑に処せられること」は、欠

格要件に該当しません。 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

免許の欠格要件（専任宅建士の事情？） 宅建業法[03]2 2 回 10-31-3 

免許の欠格要件（罰金刑・欠格要件でないもの） 宅建業法[03]1(3)② 10 回 25-26-1 

4 誤り 

代表取締役は、もちろん「役員」です。したがって、欠格要件チェックの対象者です。 

しかし、刑罰の種類が拘留刑ですから、その原因となる犯罪を問わず、欠格要件に該当しません（宅建業法５条１項３号、

３号の２参照）。 

したがって、この法人は、免許を受けることができます。 

https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/25-26
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/30-36
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#027
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/27-27
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/30-36
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/27-27
https://e-takken.tv/gh03/
http://e-takken.tv/10-31
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/25-26
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出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

免許の欠格要件（「役員」の意味：代表取締役） 宅建業法[03]2(2) 3 回 25-26-4 

免許の欠格要件（拘留・科料刑） 宅建業法[03]1(3)① 5 回 24-26-4 

■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、証券化支援事業（買取型）において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象として

いない。 

２ 機構は、証券化支援事業（買取型）において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性又は耐久性・可

変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。 

３ 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業

務として行っている。 

４ 機構は、災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金

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、以下の要件をみたした債権です（住宅金融支

援機構法 13 条１項１号、同法施行令５条１項、業務方法書３条）。 

1 
住宅建設・購入のための貸付け 

（付随する土地・借地権の取得資金や住宅改良資金を含む） 

2 申込者本人又は親族が居住する住宅 

3 償還期間が 15 年以上 50 年以下 

4 貸付利率が全期間について定まっていること 

1 の中には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれます。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

住宅建設・購入のための貸付け 免除科目[01]2(1)② 7 回 30-46-1 

2 正しい 

機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅について、貸付金の利率を一定期間引

き下げる制度を設けています。これを優良住宅取得支援制度といい、フラット 35S などの名称で運営しています。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

優良住宅取得支援制度 免除科目[01]2(1)④ 3 回 28-46-3 

3 正しい 

https://e-takken.tv/
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/25-26
https://e-takken.tv/gh03/
https://e-takken.tv/24-26
https://e-takken.tv/mj01/
https://e-takken.tv/30-46
https://e-takken.tv/mj01/
https://e-takken.tv/28-46
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「マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け」は、機構の直接融資業務の対象に含まれます（住宅支援機構法 13

条１項７号）。 

 

※直接融資業務の対象は、以下のものです。 

 融資の目的 融資の対象 

1 災害復興 
災害復興建築物の建設・購入 

被災建築物の補修 

2 災害予防 

災害予防代替建築物の建設・購入 

災害予防移転建築物の移転 

災害予防関連工事 

地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良 

3 合理的土地利用 合理的土地利用建築物の建設・購入 

4 マンション改良 マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け 

5 
子育て家庭・高齢者

家庭向け賃貸住宅 
賃貸住宅の建設・改良 

6 
高齢者家庭住宅のリ

フォーム 

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） 

7 財形住宅貸付業務 勤労者財産形成促進法による貸付け 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

直接融資業務（マンション改良） 免除科目[01]3(1) 2 回 28-46-4 

4 正しい 

（肢３表の 1参照。） 

「災害により住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物」は、災害復興建築物に該当します（住宅金融支援

機構法２条２項）。機構は、災害復興建築物の建設や購入に必要な資金の貸付けを直接融資業務として行っています（住宅

金融支援機構法 13 条１項５号）。 

 

出題テーマ 参照項目 出題回数 直近出題 

直接融資業務（災害復興） 免除科目[01]3(1) 3 回 25-46-2 

 

https://e-takken.tv/mj01/
https://e-takken.tv/28-46
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