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第 1号議案

平成２０年度事業報告

自　平成２０年４月 １  日

至　平成２１年３月３１日

　昨年来、世界経済は、未曾有の危機にあり、日本経済も、更に、厳しい状況にある。不動産市場

も、金融機能の低下に伴い、大都市では、黒字経営にもかかわらず破綻する不動産会社も相次ぎ、

住宅ローンを含めた資金環境の改善が急務となっている。

　そんななか、支部を廃止し、連絡所の設置に伴った会務運営を行いながら、公益法人制度改革も

関連３法が、平成２０年１２月１日から施行され、社団法人である当協会も「特例民法法人」山梨

県宅地建物取引業協会となったが、公益法人制度改革を精査するなかで、現在の協会事業を無理

なく継続しつつ、公益目的事業としての推進を図りながら、以下の諸事業を展開してきた。

［重点事業］

　１．抜本的な組織財政改革（特別委員会）

　　⑴組織財政改革の検証と整合性

　　　平成２０年４月１日から、４支部がなくなり、甲府、富士五湖、東部、峡北、巨摩、峡東

　　の６連絡所となり、会務運営が始まった。会務運営を進めるなかで、会員と協会のつながり

　　強化や各種規定の整合性などを検証してきた。

　　　６連絡所において、協会事業執行などの報告を兼ね、公益法人制度改革に関する説明会等、

　　連絡所内の理事及び委員による会合を開催してきた。

　　⑵青年部

　　　青年部を設置し、若手の感性を協会運営に反映させるなど、具体的に、青年部の協会内部

　　における位置付けや現行の専門委員会や特別委員会が行う事業と競合することのない青年部

　　の実施することなど、公益法人制度改革を念頭におき、設置に向けた協議を重ねた。

　　⑶指定管理者制度への対応（特別委員会）

　　　公益法人制度改革の概要が深まるにつれ、共益事業・収益事業としての度合いが高い指定

　　管理者制度による公営住宅等の管理について、その位置付けや推進方途などについて協議を
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　　重ねた。

　２．空き家バンク推進事業（特別委員会）

　　　山梨県における二地域居住の推進や市町村における空き家バンク制度に対応するため、平成

　　２０年度から空き家バンク推進事業特別委員会において対応してきたところである。

　　　県の行う二地域居住では、平成２０年７月１９日と２０日、平成２１年１月２４日と２５日

　　に東京駅近くにある「富士の国やまなし館」において「やまなしライフ相談会」が開催され、

　　更に、１０月２４日には、二地域居住モニター応募説明会がＪＲ上野駅にある大人の休日倶楽

　　部趣味の会教室において開催され、ともに、首都圏在住の二地域居住を希望する方々に対して、

　　ハトマークサイト山梨のＰＲを兼ねハトマークサイト山梨の登録物件を紹介した。

　　　空き家バンクについては、平成１８年度に協定した山梨市を筆頭に、甲州市、南アルプス

　　市、北杜市、韮崎市、甲府市、南部町、身延町、本年度には、大月市も加わった。山梨市では、

　　８月９日に「田舎暮らしちょこっと体験ツアー」が開催されたり、１２月１日には、空き家

　　バンク事業を実施している市を中心とした空き家バンク制度研究会が「甲斐的生活のすすめ」

　　というシンポジウムを櫛形生涯学習センターあやめホールで開催した。特別委員会においても、

　　協力を行っており、１２月２２日の山梨日々新聞に前述のシンポジウムの記事にハトマーク

　　や協会に関する広告を掲載したり、平成２１年２月２７日には、協定先の市町担当者との情報・

　　意見交換会を開催した。

　　　また、広報・ＩＴ委員会の協力を得て、協会ホームページの「田舎暮らし」の画面を新設

　　したところである。

　３．情報誌発行等推進事業（特別委員会）

　　　会員が管理する各種の物件情報の公開について、インターネットが主流となっていくこと

　　が予想される中、「紙」媒体による不動産物件情報誌の発行・発刊に向けて、他協会等の情報

　　収集等を行い、検討を重ねた結果、営業等の専門スタッフの確保等が協会としての単独の発行

　　については、非常に難しいとの事に至った。

　４．全宅連とともに推進する事業

　　⑴賃貸不動産管理業協会への入会促進

　　⑵土地住宅税制・政策の改正要望活動の実施

　　⑶公共事業用地対策の推進

　　⑷中小企業の事業分野対策
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［一般事業］

　１．組織の維持事業、会員の入退会業務（総務委員会）

　　　⑴会員業務支援

　　　　会員の業務が多様化しているため、より適格・効率的に行えるよう、宅地建物取引主任者

　　　賠償責任補償制度への加入促進、全宅住宅ローン㈱「フラット３５」の利用促進、賃貸不動

　　　産管理業協会への入会促進、㈱宅建ファミリー共済への加入促進、不動産コンサルティング

　　　技能資格及び少額短期保険募集人資格取得の推進を、研修会の開催や、資料発送を通し会員

　　　への情報発信に努めた。

　　　　　宅地建物取引主任者賠償責任補償制度加入会員数

　　　　　　　　　　甲　　府 連絡所　　１１０会員　　　　１４７人

　　　　　　　　　　富士五湖 連絡所　　　２７会員　　　　　４１人

　　　　　　　　　　東　　部 連絡所　　　　９会員　　　　　１３人

　　　　　　　　　　峡　　北 連絡所　　　１７会員　　　　　２２人

　　　　　　　　　　巨　　摩 連絡所　　　５３会員　　　　　６１人

　　　　　　　　　　峡　　東 連絡所　　　　２会員　　　　　　２人

　　　　　　　　　　総 計　　　　２４５会員　宅地建物取引主任者　３１６人

　　　　　　　　宅建ファミリー共済加盟会員数

　　　　　　　　　　甲　　府 連絡所　　　１１会員

　　　　　　　　　　富士五湖 連絡所　　　　０会員

　　　　　　　　　　東　　部 連絡所　　　　４会員

　　　　　　　　　　峡　　北 連絡所　　　　０会員

　　　　　　　　　　巨　　摩 連絡所　　　　３会員

　　　　　　　　　　峡　　東 連絡所　　　　６会員　　　　　　総計２４会員

　　　　　　　　賃貸不動産管理業協会加盟会員数

　　　　　　　　　　甲　　府 連絡所　　　１０会員

　　　　　　　　　　富士五湖 連絡所　　　　３会員

　　　　　　　　　　東　　部 連絡所　　　　１会員

　　　　　　　　　　峡　　北 連絡所　　　　１会員

　　　　　　　　　　巨　　摩 連絡所　　　　４会員

　　　　　　　　　　峡　　東 連絡所　　　　０会員　　　　　　総計１９会員
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　　⑵山梨県不動産会館の維持・補修

　　　甲府支部のあった会館２階の一室を、昨年度の理事会において当面会議室で活用すること

　　という決定を踏まえ、多くの会員が広く活用できるよう、会議机の整備、壁紙の張り替え等

　　の修繕を行った。

　　⑶協会への入会促進

　　　会員数が増えることが会務運営に大きく関わることから、昨年、作成された「新規入会向け

　　パンフレット」を設置する箇所を増やし、ホームページ上でも広く情報を発信し、入会促進

　　に努めた。

　　⑷諸規程の整備

　　　組織財政改革後における更なる整備のため「会費納付規定」、「懲戒・除名等処分手続規則」、

　 「慶弔見舞い等に関する内規」や「旅費規程」の制定・修正などを進めた。

　　⑸役職員研修会の実施

　　　会員業務に関し、役員として会員の先頭に立つことが望ましいことから、不動産の表示及び

　　景品に関する公正競争規約の自主規制並びに不動産広告の違反例を題材に、社団法人首都圏

　　不動産公正取引協議会の奥山直行講師による、公正競争規約指導員養成講座を開催し、公正

　　競争規約指導員証を交付した。

　　　・平成21年1月27日（火）昭和町　アピオ　理事・委員を対象（うち40名受講）

　　⑹関係組織団体への参画や行政への協力

　　　㈳全国宅地建物取引業協会連合会、㈳全国宅地建物取引業保証協会、賃貸不動産管理業協会、

　　㈳首都圏不動産公正取引協議会など中央の上部団体をはじめとし、山梨県関係では、山梨県

　　国土利用計画審議会、山梨県総合計画審議会、山梨県地価調査委員会などの委員として参画

　　しており、協会及び協会員の地位・業務向上と基盤の確立に努めた。

　　⑺ 福利厚生事業

　　　会員相互の親睦を深めるための下記事業に助成金を交付し、協会として広く参加を呼びか

　　けた。

　　「宅建親睦ソフトボール大会」

　　　・ 平成２０年９月２日（火）花鳥の里スポーツ広場　参加人数１２０名
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　　「宅建親睦ゴルフ大会」

　　　・ 平成２０年１１月２６日（水）春日居ゴルフ倶楽部　参加人数４１名

　　「会員参加型親睦旅行」

　　　・ 平成２０年９月２０日（土）東京都大手町ＪＡホール・表参道ヒルズ　参加人数３２名

　　　また、継続して、全会員へ「不動産手帳」、「カレンダー」を無料配布した。

　　⑻会員モニター制度の活用

　　　モニター制度の意義を検討したうえで、改革が一段落した後、協会運営の基礎となる項目

　　により、必要に応じて実施することとした。

　　⑼入退会審査等事務処理のＯＡ化・合理化

　　　引き続き当協会と㈳全国宅地建物取引業保証協会の同時審査・入会を徹底し、更に公益法人

　　制度改革への対応を見据え、適格な会員管理、迅速な入退会経理事務に努めた。

　２．経理、会費の徴収事業（財政委員会）

　　⑴会費の厳正徴収

　　　会員からの要望も多く、過去に何度も議論されてきた会費の徴収方法について、会員にとっ

　　て、納付しやすい方途として、会員の口座からの自動引落の導入を検討し、平成２１年に開催

　　する総会において上程・承認後、会員へ周知し、平成２２年度会費分より口座引落とすること

　　を協議した。

　　⑵会費未納者への対応

　　　会費未納者に対して、平成２０年７月２４日・２５日にわたり、会長、財政委員より電話・

　　ファックスでの督促を行い、早期納入を呼びかけた。また、平成２０年１２月１７日には、

　　会長・財政委員長により、長期会費未納者である富士五湖連絡所１会員、甲府連絡所６会員

　　の事務所へ現地訪問し、直接、督促を行った。更に、平成２１年１月２０日、財政委員会を

　　中心に、東部連絡所１会員、甲府連絡所１３会員の事務所へ現地訪問し督促を行った。

　　　平成２１年２月１３日開催の常任理事会へ、長期会費未納者６会員に対して呼び出しを行い、

　　事情を聞くと同時に本人へ直接督促を行い、その結果、改善が見られない会員に対しては、

　　懲戒・除名等手続規則により、会費未納による懲戒処分の対象者として、直ちに、手続きに

　　入ることとした。
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　　⑶広報による不良会員の公表

　　　長期にわたる会費未納者は、必要に応じ公表していく予定であったが、前述による督促、

　　懲戒・除名等手続規則による処分を行なっている途中過程のため「宅建やまなし」への公表

　　は見送った。

　　　なお、会員を除名したときは、協会施行規則第１１条第３項により、「宅建やまなし」に

　　その旨を掲載する。

　３．会員への情報等伝達事業（広報・ＩＴ委員会）

　　⑴広報発行事業

　　　今年度は、会員各位に協会活動等を、更に周知するため、宅建やまなしに「委員会紹介」

　　等を加え、表紙も新たにし、平成２０年７月３１日付け第１３７号９月３０日付第１３８号、

　　１１月３０日付第１３９号、平成２１年３月１０日付第１４０号を、計４回発行した。

　　　内容　・ 委員会紹介　　　　　　　　・トラブルはこうしておきる

　　　　　　・ 協会行事の報告　　　　　　・こんにちは新顔です

　　　　　　・ 理事会だより　　　　　　　・廃業・退会、組織替入会者

　　　　　　・ パソコン豆知識　　　　　　・お知らせ

　　⑵協会ホームページの活用

　　　本会ホームページを活用した一般消費者に対するＰＲ、新規会員獲得に繋がる入会案内の

　　ページの改装等をし、インターネットを通じ、更なる情報サービス等を行った。主な改装は、

　　以下のとおり。

　　　○フラッシュ画面の変更

　　　　　トップページのフラッシュ画面を季節に合わせた山梨の風景に変更を行った。

　　　○空き家バンクに関するページの新設（空き家バンク推進事業特別委員会より）

　　　　　空き家バンクに現在７市２町と提携を結んでいることを踏まえ、消費者に田舎暮らし

　　　　のＰＲをするページ「山梨　田舎暮らし」を新設した。

　　　○ハトマークサイト山梨ローカルオプションの追加

　　　　　ハトマークサイト山梨のローカルオプションについては、平成１８年度より開始されて

　　　　いる空き家バンクのこともあり、物件情報の検索条件項目に、田舎物件検索機能を追加

　　　　した。

　　　○入会のご案内

　　　　　入会のご案内に関しては、免許申請から当協会への入会、宅建業免許の受取まで流れ

　　　　を図にしてわかり易くした。
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　　⑶ＰＲ活動

　　　消費者に対する啓蒙と社会的信用の高揚に関する事項として、本会組織の対外的なイメージ

　　アップとハトマークのＰＲを図るため、地域に根ざしたプロサッカーチーム「ヴァンフォーレ

　　甲府」の支援、全国３１社の民間放送局の共同主催（山梨県はＹＢＳ山梨放送）２４時間テレ

　　ビに協賛し、不動産会館が国道２０号線沿いにあるという立地条件を生かし、ハトマークサイ

　　ト山梨等の垂れ幕を設置し、ＰＲに努めた。

　　⑷会員業務の近代化に関する事項

　　　　ＩＴ（情報技術）の活用策の一つとして、パーソナルコンピュータ等を利用しての会員

　　　業務の近代化・不動産流通事業の推進を図るとともに、会員業務支援指導を目的として、

　　　「パソコン研修会」を開催してきた。

　　　　なお、研修内容と、国土交通大臣指定（財）東日本不動産流通機構、ハトマークサイト

　　　山梨の利用会員数は、以下のとおりである。

　　　　○パソコン研修会　

　　　　　第１回　平成２０年　８月２１日　メールの活用方法　　　　　　出席２２名

　　　　　第２回　　　　　　１０月　６日　インターネットの活用方法　　出席２４名

　　　　　第３回　　　　　　１２月１１日　ホームページの作成について　出席２９名

　　　　　第４回　平成２１年　２月　４日　ホームページの作成について　出席１５名

　　　　○国土交通大臣指定（財）東日本不動産流通機構

　　　　　甲府連絡所　　　Ｆ型  　５８会員　　ＩＰ型  １７７会員　　合計  ２３５会員

　　　　　富士五湖連絡所　　　　　  　１０会員　　　　　  　３５会員　　　　  　４５会員

　　　　　東部連絡所　　　　　  　１２会員　　　　　  　２１会員　　　　  　３３会員

　　　　　峡北連絡所　　　　　  　１３会員　　　　　  　２９会員　　　　  　４２会員

　　　　　巨摩連絡所　　　　　  　２９会員　　　　　  　９５会員　　　　  １２４会員

　　　　　峡東連絡所　　　　　  　２７会員　　　　　  　４９会員　　　　  　７６会員

　　　　　合　　　計　　　　　  １４９会員　　　　　  ４０６会員　　　　  ５５５会員

　　　　＊レインズＦ型、マークシートによる利用は、平成２０年１２月２７日に廃止となった。

　　　　○ハトマークサイト山梨

　　　　　甲府連絡所　　　　　　１６３会員

　　　　　富士五湖連絡所　　　　　　　３０会員

　　　　　東部連絡所　　　　　　　２０会員

　　　　　峡北連絡所　　　　　　　２８会員

　　　　　巨摩連絡所　　　　　　　８４会員
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　　　　　峡東連絡所　　　　　　　４６会員

　　　　　合　　　計　　　　　　３７１会員

　　⑸不動産フェアの開催

　　　住まいに関して、最新で豊富な情報を提供することにより、県民の住環境に対する関心を

　　高め、豊かさをより一層実感できるゆとりある住まいの実現を図るとともに、住宅関連産業

　　の発展に資する事を目的とした、‘０８やまなし住宅フェアに出店をし、第２７回山梨県不動

　　産フェアを開催し、協会ＰＲの為、ハトマークのロゴ等を印刷したペーパーバックの配布と

　　不動産無料相談所を開設した。

　　　開催日　平成２０年１１月１５日・１６日の２日間

　　　場　所　小瀬スポーツ公園内

　４．公益事業の実施（法務倫理委員会）

　　⑴公益事業の実施

　　　各種研修会・宅建親睦ゴルフ大会等において、募金活動を行った。

　　　募金先は、以下のとおり。

　　　　○中国・四川大地震救援金　　　　　　　５０，０００円

　　　　○岩手・宮城内陸地震救援金　　　　　　５０，０００円

　　　　　（㈶山梨日日新聞厚生文化事業団へ寄託）

　　　　○山梨県共同募金会　　　　　　　　　　３１，０００円

　　　また、世界の子どもにワクチンを送る活動の一環として、ペットボトルキャップの回収活動

　　を行った。

　　　不動産会館内に回収専用容器を設置し来館者への呼びかけや研修会・イベント等での回収

　　を行い、回収したペットボトルキャップ１８，８００個を、ＮＰＯ法人「協働で素敵にまち

　　づくり南アルプス共和国」（エコキャップ推進協会山梨支部）に渡した。

　　⑵宅地建物取引主任者資格試験に関する受託事業

　　　㈶不動産適正取引推進機構からの委託に基づき、平成２０年度宅地建物取引主任者資格試験

　　を１０月１９日（日）山梨学院大学において実施し、試験当日は本部員１４名、監督員５０名

　　の体制で対応した。

　　　（概要）

　　　　申込者数　　１，２１９名（郵送　1,073名　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ　１４６名）
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　　　　受験者数　　　　９７８名

　　　　合格者数　　　　１１０名　　　合格率　　１１．２％

　　⑶宅地建物取引主任者証法定講習会の開催に関する業務

　　　宅地建物取引主任者に対する法定講習会を、年３回開催した。

　　　　第１回　　受　付　　平成２０年　４月　８日~１４日

　　　　　　　　　講習会　　平成２０年　４月２４日（木）　昭和町アピオ

　　　　　　　　　受講者　　２３７名

　　　　第２回　　受　付　　平成２０年　９月　２日~　８日

　　　　　　　　　講習会　　平成２０年　９月１９日（金）

　　　　　　　　　受講者　　２０７名

　　　　第３回　　受　付　　平成２１年　１月１３日~１９日

　　　　　　　　　講習会　　平成２１年　１月２９日（木）

　　　　　　　　　受講者　　１２３名

　　⑷宅地建物取引主任者証交付申請に関する業務

　　　山梨県からの委託に基づき、宅地建物取引主任者証の交付申請及び交付について、適格・

　　厳正に行った。

　　　　新　規　　１３２件　　　登録移転　　１件　　更　新　　５２８件

　　　　再交付　　　　７件　　　書換交付　　７件　　総　計　　６７５件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５．相談業務の充実（法務倫理委員会）

　　　⑴相談所の開設

　　　　①専任相談員による無料相談所を毎週火・金曜日（午前１０時~午後４時）に開設し、

　　　　　一般消費者からの不動産に対する疑問や問題について、相談・アドバイスを行った。

　　　　　また、６市（甲府市・富士吉田市・山梨市・甲州市・笛吹市・南アルプス市）において

　　　　　も委嘱を受けた相談員による無料相談所を月１回開設し、不動産に関する知識の提供

　　　　　を行った。

　　　　　相談内容及び件数は、以下のとおり。

　　　　　　　業者に関する相談　　　　　　　　　　　１１件

　　　　　　　契約に関する相談　　　　　　　　　　　８１件

　　　　　　　物件に関する相談　　　　　　　　　　　２９件

　　　　　　　報酬に関する相談　　　　　　　　　　　　４件
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　　　　　　　借地借家に関する相談　　　　　　　　　４０件

　　　　　　　手付金に関する相談　　　　　　　　　　　９件

　　　　　　　税金に関する相談　　　　　　　　　　　　９件

　　　　　　　ローン等に関する相談　　　　　　　　　　２件

　　　　　　　登記に関する相談　　　　　　　　　　　１３件

　　　　　　　業法・民法に関する相談　　　　　　　　８９件

　　　　　　　建築（基準法を含む）に関する相談　　　　６件

　　　　　　　価格等に関する相談　　　　　　　　　　　３件

　　　　　　　国土法・都市計画法等に関する相談　　　　３件

　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　７３件

　　　　　　　総　計　　　　　　　　　　　　　　　３７２件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　②相談員の育成を目的とした「相談員研修会」を下記のとおり開催した。

　　　　　　　開催日時　平成２０年８月６日（水）午後１時３０分~３時３０分

　　　　　　　開催場所　山梨県不動産会館　３階　研修室

　　　　　　　研修項目　不動産無料相談所の業務について

　　　　　　　　　　　　　　　講師　事務局長　青柳健一

　　　　　　　参加人数　５３名

　　⑵顧問弁護士による法律相談会の開催

　　　会員業務支援の一環として、毎月第３水曜日に「顧問弁護士による法律相談会」を開催し、

　　１０件の相談を受けた。

　　⑶会員事業所訪問指導

　　　会員の資質向上を目的とした事業所訪問を４０事業所に対し実施し、以下の事項について

　　調査・確認した。

　　　①業者票の掲示　　　　　　　　　②報酬額表の掲示

　　　③従業者証明書の発行・携帯　　　④帳簿の備え付け

　　　⑤専任の取引主任者の設置　　　　⑥本人確認記録の作成・保存

　　　⑦取引記録の作成・保存

　６．各種研修会の開催（全委員会）

　　⑴各種研修会の開催
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　　　①広報・ＩＴ委員会

　　　　ハトマークサイト山梨が開始されて、数年を経過しているが、今年度、リニューアルを

　　　行い、オプションとして田舎暮らしを加え、利用促進も踏まえ、外部講師を招聘し、研修

　　　会を開催した。概要は、以下のとおり。

　　　　⑴開催日時　平成２０年９月１１日（木）午後１時３０分より

　　　　⑵開催場所　昭和町　アピオ甲府　タワー館　４階　祥華

　　　　⑶研修項目　ハトマークサイト（物件登録等）の活用について

　　　　⑷講　　師　全宅連より招聘

　　　　⑸当日出席　８７社　１０４名

　　　②土地住宅対策委員会

　　　　賃貸・経営管理委員会と合同で、１１月２１日、アピオ甲府本館において、全宅住宅ロー

　　　ン㈱の「フラット３５」並びに、住宅金融支援機構の業務についての研修会を開催した。

　　　出席者は、県下から、６２会員６９人であった。

　　　　平成２１年２月１２日に、全宅連の研修パックを活用し、弁護士を講師として、「望ま

　　　しい売買契約書作成のポイント」と称した研修会を開催した。出席者は、県下から、１４０

　　　会員１７１人であった。

　　　③賃貸・経営管理委員会

　　　　土地住宅対策委員会と合同で、１１月２１日、アピオ甲府本館において、賃貸不動産管理

　　　業協会への入会促進のための研修と㈱宅建ファミリー共済の業務に関する研修会を開催、

　　　出席者は、県下から、６２会員６９人であった。

　　　　昨年度に引き続き、大家・貸主・オーナー向けの研修会を、１２月９日、アピオ甲府本館

　　　において開催し、１１６名の出席を得た。

　　⑵不動産税制軽減特例に関する証明審査事務（土地住宅対策委員会）

　　　　国土交通省の証明審査機関である(社)全国宅地建物取引業協会連合会の補助機関として

　　　課税譲渡所得の軽減となる「優良建築物建築事業」、「公共施設整備事業」、「確定優良住宅

　　　事業」、「特定の民間住宅宅地造成事業等（１５００万円特別控除）」に係わる受付窓口を

　　　開設してきたがその利用はなかった。

　　⑶公共用地代替地斡旋業務（土地住宅対策委員会）

　　　　関東地方整備局、山梨県土木部、甲府市土地開発公社、山梨県道路公社、山梨市及び㈶

　　　東京都新都市建設公社との協定により、協定に基づく代替地の斡旋業務を推進してきた。
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　　　今年度は、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所から、中部横断自動車道事業用地

　　の代替地斡旋依頼があった。

　　⑷行政との連携（土地住宅対策委員会）

　　　　市町村が実施している空き家バンク事業を通じて、山梨市、甲州市、南アルプス市、北杜

　　　市、韮崎市、南部町、身延町、甲府市及び大月市等との連携を深めた。

　　⑸各種要望、陳情活動（土地住宅対策委員会）

　　　　平成１０年の農地法改正により、農地法第４条第２項から第３項の立地基準以外の基準

　　　（一般基準）において、次のいずれかに該当するときは転用の許可をすることができない

　　　として、規則第５条の１６第５号「申請に係わる事業が工場、住宅その他の施設の用に供さ

　　　れる土地の造成（その処分を含む）のみを目的とするものであること」と規定され、宅地

　　　分譲は不可となっている。農地法による宅地分譲不可を遵守することを前提として「現況

　　　確認証明」の発行時期や、建築条件付きを停止条件とする土地の売買を認めて欲しい旨、

　　　県の推進する二地域居住や市町村の実施している空き家バンク事業の推進を踏まえ、農地

　　　法の弾力的運用の要望等を行った。

　　　　全宅連と連携するなかでの「平成２１年度税制改正及び土地住宅政策等に関する要望」

　　　は、以下の通り

　　　　税制関係

　　　　１．住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（住宅ローン控除）の拡充及び適用

　　　　　期限の延長並びに住宅ローン減税の大幅拡充

　　　　２．住宅用家屋に係わる登録免許税の税率軽減措置の延長

　　　　３．不動産取得税に係わる特例措置の延長及び拡充

　　　　４．特定事業用資産に係わる買換特例の延長

　　　　５．優良住宅地の造成等のための譲渡に係わる税率軽減の特例の延長

　　　　６．特定住宅地造成事業等に係わる土地等の譲渡所得の特別控除制度の延長及び拡充

　　　　７．不動産の譲渡等に係わる印紙税の特例措置の延長

　　　　８．法人の土地譲渡益重課制度及び個人の不動産業者等に係わる土地譲渡益重課制度の

　　　　　適用停止期限の延長

　　　　９．商業地等の土地等に係わる課税標準の特例措置の延長

　　　１０．住宅のバリアフリー改修工事に係わる住宅ローン控除の適用期限の延長、既存住宅

　　　　　の耐震改修をした場合の所得税額の適用期限の延長、住宅の省エネルギー改修工事に

　　　　　係わる住宅ローン控除の特例措置の適用期限の延長
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　　　１１．良質な中古ストック形成のための特例措置の創設

　　　１２．良質な住宅への投資を促進するための緊急措置（投資減税）の創設等

　　　１３．消費税引き上げへの対応

　　　　政策関係

　　　　１．定期借家制度の改善

　　　　２．不動産登記制度の改善

　　　　３．農地法の改善

　　　　４．賃貸不動産管理業の確立

　　⑹全宅住宅ローン㈱「フラット３５」の利用促進（土地住宅対策委員会）

　　　　広報「宅建やまなし」や全会員を対象とした研修会において、会員への利用促進に努めた。

　　⑺山梨県土壌・地下水汚染協議会との意見交換（土地住宅対策委員会）

　　　　土地住宅対策委員会では、環境省指定の県内における土壌汚染指定調査機関に不動産鑑定

　　　士、弁護士、税理士等を構成員とする山梨県土壌・地下水汚染協議会と１１月１３日、山梨

　　　県不動産会館３階研修室において意見交換を行った。重要事項説明における「土壌汚染対策

　　　法」の説明において、会員業者も知らなければならないことであるが、土壌汚染対策法に

　　　基づき、現在、県内３カ所が指定され２カ所において除去作業中とのことであり、除去が

　　　終了すると指定解除となる。

　　　　会員業者とすると、登記簿謄本や土地所有者及び近隣住民、昔の航空写真や図書館等に

　　　置いてある昔の住宅地図などにより、その土地に、どういう建物が建っていたか、土地の

　　　履歴を調査し、その建物において土壌汚染対策法に規定されている特定有害物質を使用して

　　　いたかなどの調査が必要となる。平成２０年の東京高等裁判所の判例では、土壌汚染対策法

　　　の施行前の売買契約でも隠れた瑕疵に該当し、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の除去

　　　費用の支払い判決も出ているとのこと。また、特定有害物質を使用している施設では資産

　　　価値や担保価値が下がるので、できれば、稼働中に対応することがベストである等の助言

　　　も得た意見交換会であった。

　　⑻賃貸・管理業務（賃貸・経営管理委員会）

　　　　公益法人制度改革による公益目的事業を考慮し、昨年に引き続き、オーナー向け研修会

　　　を開催、本年度も１２月３日付けの山日新聞朝刊に、賃貸住宅のオーナー・大家様の心配

　　　事をすべて解決します」という半三段の広告を掲載し、弁護士を講師として、１２月９日、

　　　アピオ甲府本館において開催した。

　　　　借家人の迷惑行為に対する対応、家賃滞納への対応、建替えと立退きや借家人の残地物
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　　　の具体的処理方法など、身近な困った問題についての研修を行い、会員はもとより、会員

　　　同伴のオーナーや新聞広告を見たオーナーなど、１１６人の参加があり、好評かつ大盛況

　　　であった。

　　⑼少額短期保険募集人資格取得（賃貸・経営管理委員会）

　　　　賃貸管理業務の一つである各種保険を取り扱うためには、保険業法の改正により少額短期

　　　保険募集人資格が必要であることから、全会員を対象とした研修会などで資格取得の周知

　　　を図った。


