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残価設定型のローンが普及してこなかった背景と、
普及後に期待できること。

一般的な住宅ローンと残価設定型のローンの違い

月々の住宅ローン返済額の負担が軽減されるという残価設定型のローン。自動車では一般的な仕組みですが、
国土交通省は不動産業界での普及に向けて、2021年度にも民間金融機関とモデル事業を始めることとしまし
た。今回は残価設定型のローンの仕組みや概要、今後の動きについて説明していきます。

　残価設定型のローンとは、借入時に将来の残価(＝買取保証額)をあらかじめ設定し、住宅価格から差し引いた額を
月々返済していくというもの。つまり、返済期間中に価値が減る部分を返済していくローンとなります。差し引いた
額となるので、月々の返済額が少なくて済むというのがメリットと言えるでしょう。リースのようなイメージという
と分かりやすいかもしれません。
　通常のローンのように購入時の住宅価格を全額返済しないわけですから、返済期間が終わったからといって家はそ
の人のものにはなりません。ただ、そのまま住み続けたい場合は、残価で住宅を買い取ったり、再度ローンを組んだり
する方法は選択可能。家を売却するとなれば、住宅を販売した不動産会社が残価で買い取ることになります。
　現状日本で導入しているのは新生銀行の一行のみ。“普及はこれから”という状況です。

　日本では、建築から20～ 25年が経過した住宅は資産価値
がほぼゼロと言われてきました。つまり、残価という考えがな
かなか定着しない風土が背景にあるというわけです。しかし
最近は、2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品
確法）」、2009年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
が施行され、国をあげて優良住宅の普及に力を入れるように
なりました。既存住宅の流通数は欧米などに比べてまだまだ
低い割合ではありますが、優良な住宅が増えてくれば、新築だ
けでなく、既存にも目が行くようになることが予想できます。
　さらに、インスペクションなどで建物の本当の価値を知ろ
うという動きが出てきているなど、住宅が築年だけで判断さ
れることは減少していく流れです。この考え方が定着してい
けば、残価設定型のローンはよりメリットを感じてもらえる
ようになり、住宅購入のハードルも下がっていくでしょう。さ
らに、残価＝買取保証額となるため、売却時の不安も解消され
ることから売却もしやすくなります。売り買いがしやすくな
れば、ライフスタイルの変化によって住み替える人が増えて
くるかもしれませんし、賃貸のような手軽さを感じてもらえ
る可能性もあります。

２０２１年度から官民で開発の流れ。今後の動向にも注目。

残価設定型のローンの仕組みとは。

　国土交通省は、残価設定型のローン普及のために、2021年
度には金融機関や業界団体などから提案を募っていく予定。
モデル事業実施へのプロジェクト費用を助成していく方針も
固めています。
　残価設定型のローンが一般的になれば、“残価が高い物件”
というのが人気の希望条件となりそうですが、まずは公平性
を導きだすためにも、モデル事業で残価の設定方法を研究す
るほか、建物の資産価値に応じた融資方法などを考えていく
必要があります。しばらく時間がかかりそうですが、残価設定
型のローンが普及することで住宅市場の活性化が期待できる
ため、今後の動向に注目しておきたいところです。

一般的な住宅ローン
全額を月々返済

残価設定型のローン
※掲載内容は、2020年12月現在のものです。

  毎月の返済負担を軽くする
  新たな住宅ローン、
「残価設定型」のローンとは？

  毎月の返済負担を軽くする
  新たな住宅ローン、
「残価設定型」のローンとは？

月々返済していく部分　残価部分
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1-2…  特集　トレンドコラム

3…  事務局からのお知らせ

4…  大好評につき、第３回住宅ファイル
制度セミナーを実施します！

5-6…  業界の「いま」を知る　
大阪宅建☆ハイライト

7-8…  大阪をひとめぐり　
どこっち？たくっち！

9-11…  最近の判例から
～たくっちの実務ノート～

12…  名探偵たくっち
～カナ詰めクロスの謎～

12…会員限定　弁護士による無料相談

13…  不動産流通関連サイトのお知らせ

14…  女性部会ＧLセミナーを開催します

15…  宅建業人権推進員「養成講座」のご案内

16…  （取引士センター）講演録出版のご案内

裏表紙…あなたもTAKTAS.に参加しませんか？

年末年始の大阪宅建協会にかかる各業務の取り扱いは次のとおりです。
あらかじめご了承ください。

本部事務局
12月28日（月）～１月６日（水）まで業務を休止いたします。

不動産無料相談所
12月16日（水）から１月17日（日）まで休館いたします。

近畿レインズ
12月28日（月）から１月５日（火）まで休止します。

事	務	局	か	ら	の	お	知	ら	せ
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宅地建物取引業者のための

参加費無料

『住宅ファイル制度セミナー』
～ 住宅ファイル制度を使って既存住宅の価値を高めよう ～

　好評につき、住宅ファイル制度（インスペクション、瑕疵保険、防蟻点検、鑑定評価、提携ローン）
に関する「住宅ファイル制度セミナー」（第３回）を開催いたします。

　既存住宅の流通を活性化させるためには、買主が既存住宅に抱える不安を払拭することが必要
です。既存住宅の建物を診断し、その情報を公開することが既存住宅の安心安全な取引へと繋がり、
既存住宅の流通が活性化され活気のあるまちづくりが進んでゆくと考えております。

■テーマ：「住宅ファイル制度」における宅地建物取引業者の実務と役割
　　　　　インスペクション・瑕疵保険・防蟻点検・住宅履歴の説明　取引事例等の紹介
■日　時：令和３年1月27日（水）14:00 ～ 15:30（受付：13:30 ～）
■会　場：大阪府宅建会館2F会議室【定員：40名】またはオンライン[Zoom]
　　　　　〒540-0036　大阪市中央区船越町2-2-1大阪府宅建会館
■主　催：（一社）近畿不動産活性化協議会	/	（一社）大阪府宅地建物取引業協会

※　第１回：12月7日及び第２回：12月17日と同一内容のセミナーです。
※　定員に達し次第、申込受付を終了させて頂きますので、予めご了承願います。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用・手指消毒にご協力願います。

参加ご希望の方は、下記にご記入の上、FAX：06-6809-4462までお申し込み下さい。

【参加お申し込み欄】	参加方法(〇をつけてください)	→	来館	・	オンライン[Zoom]
会社名 氏名 （フリガナ）

TEL　　　　　（　　　　　　）

FAX　 　　　（　　　　　　）
免許番号

　知事
　　　　　第　　　　　　　　号
　大臣

Eメールアドレス

▶お問合わせ先（一社）大阪府宅地建物取引業協会・企画事業部　TEL ０６－６８０９－４４６１
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第６回理事会･幹事会合同会議

【日時／開催形式】
11月30日（月）15：40 ～
大阪府宅建会館２階大会議室来館及びZoom参加

【審議事項】
■入会手続規程の一部改正に関する件
　原案どおり、改正案を承認
■会員処分に関する件
　会員３社の懲戒処分について、綱紀自主規制委員

会の答申のとおり、可決決定
■和歌山宅建とのWeb研修動画貸借の覚書に関す

る件
　原案どおり承認

■（株）新通とのWeb研修システムの覚書に関する件
　原案どおり承認
■令和３年度支部業務委託内容・業務委託費に関す

る件
　原案どおり可決決定
■大阪府宅建会館　火災保険に関する件
　原案どおり可決決定

【報告事項】
■新入会員承認
■廃業等による会員資格喪失者
■還付充当金未納付による保証協会会員資格喪失者
■会費未納による会員資格喪失者
■行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
■関連団体報告
■令和２年度中間決算報告
■事務局人事異動
■各委員会報告

第６回理事会・幹事会合同会議　報告

支部長会議を開催しました
　11月30日（月）13時から、対面（大阪府宅建会館２階）及びWeb会議システムZoomを併用した
形式にて、支部長会議を開催しました。
　９月に引き続き、本部と支部との連携強化を目指すため、正副会長会議構成員、中長期構想委
員会構成員及び各支部の支部長が出席されました。
　会議では、主に次年度の業務委託に関する議案についてから、今後の方向性に関することまで、
それぞれの支部から建設的な意見が寄せられました。
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新入会員（2020年10月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪

㈱えんぱ地所 北 口　 豊 史 東淀川区東中島1-17-5　ステュディオ新大阪440号室 06-6732-9992 ①62203

㈱ココログ 足 立　 雅 浩 東淀川区東中島1-11-6 06-6370-2225 ①62151

㈱Q’s connect 篠 宮　 康 将 淀川区新北野3-7-21　新北野NC.BLD 4階 06-6305-3266 ①62181

北

発産業㈱ 郭 　 肇 宏 此花区島屋6-2-100-1803 06-7220-6658 ①62065

（同）M&Mマネジメント 松 本　 順 子 北区梅田1-1-3-100 06-6131-5955 ①62106

㈲トライ・エスティト 巽　 伸 一 郎 都島区東野田町5-5-12　ローズハイツ101号 06-6929-3000 ①62130

中央

㈱まほろ不動産鑑定士事務所 山 本　 祐 一 郎 中央区玉造2-16-4 06-4305-4727 ①62039

サラヤ環境デザイン㈱ 西 尾　 達 郎 中央区備後町4-2-4　サラヤ本町西ビル 06-7711-5970 ①62131

華旅国際㈱ 白 　 忠 樺 中央区道頓堀1-1-15　清州ビル5F 06-6211-3658 ①62146

㈱桝嘉 大 嶌　 保 夫 中央区安堂寺町2-3-20 06-6777-4480 ①62135

㈱昭光 岡 本　 光 由 中央区島之内2-11-21 06-6121-2800 ①62161

㈲中央コーポレーション 依 田　 真 由 美 中央区淡路町3-6-12 06-4708-5401 ①62139

㈱アズワン・ビルド 木 村　 建 造 中央区南船場2-3-4 06-4256-3852 ①62178

㈱フォワードプロパティ 曾 我 部　 吉 教 中央区安堂寺町1-3-6　大阪上町ビル501号室 06-6718-4568 ①62174

㈲夢現設計室 前 野　 敏 昭 中央区北久宝寺町4-2-10 06-6282-5201 ①62208

西 アクアリノベーションマネジメント㈱ 谷 垣 　 徹 西区靱本町1-14-15　本町クイーバービル 06-6136-8541 ①62128

なにわ南 ㈱アンバーズ 吉 岡　 亜 弥 西成区花園南1-7-21-104 06-6195-9886 ①62211

なにわ京阪 山森不動産㈱ 山 森　 三 郎 守口市菊水通3-9-5 06-6994-6623 ①62162

なにわ阪南
㈱アルシンク 本 田　 龍 郎 阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス31階 06-6625-5107 ①62142

㈱さくらHome 辻 本　 恵 理 平野区平野本町4-1-2 06-7710-2390 ①62177

北大阪 ㈱スリースターレジデンス 坂 東　 靖 人 吹田市長野東25-21-501 06-7504-8950 ①62195

東大阪八尾 (株)アートスクエア 長 田　 義 広 東大阪市川中2-3 072-968-1022 ①62094

堺市
㈱KOTOU不動産 古 藤　 貴 政 高石市千代田3-13-1 072-265-2510 ①62179

㈱ALEST 塩 路　 勝 也 堺市西区鳳北町3-150　松尾ビル1F 072-247-7488 ①62185

2020年10月末現在の会員数は 正会員　8,165名　準A　666名　準B　5,086名
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    大阪をひとめぐり !  どこっち？ たくっち！    

　“住みたくなる、訪れたくなるまちづくり”を目指す、大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）と
大阪宅建協会との提携による「エリアリノベーションスクール」。

　第３回目は、10月12日（月）に開催し、60名が参加されま
した。はじめに、(株)サルトコラボレイティヴの加藤寛之氏
から「エリアに価値あり」を体感するためのポイントが伝授さ
れ、“「物件」ではなく「エリア」を見る。仲間からヒントを得
てアイディアを膨らませる。”を合言葉に、参加者はグループ
に分かれて「あびこ」エリアの地図を片手にまち歩きし、住ま
う人々や商店の生の声をインタビューしました。

　引続き、苅田土地改良記念会館（大阪市住吉区）において、丸順不動産(株)の小山隆輝氏にも出席いた
だき、まち歩きで気づいたことをワークショップ形式で話し合いました。

　第４回目は、11月24日（火）、大阪府宅建会館２階でスクー
ル形式で行われ、63名の方が参加されました。
　全４回の集大成として、東京R不動産でもご活躍の近畿大
建築学部　准教授　宮部浩幸先生による「設計のプロから見
たリノベーションを始めるための基礎知識」、エリアリノべー
ションの第一人者である丸順不動産(株)の小山隆輝氏による

「エリアの価値を高める宅建業」のダブル講演がおこなわれま
した。

　第１回～第４回のスクールにご参加いただいた方は、延べ275名となり、最終回のアンケートには熱
い志や、エリアリノベーションへの深い理解と期待が寄せられましたので、ご紹介いたします。ご参加
いただいた皆さま、有難うございました。いただいたご意見をもとに、これからも会員の皆さまにとって、
身近で頼りになる大阪宅建を目指します。今後も是非ご参加ください。

エリアリノベーションスクールを開催（第３回・第４回）

アンケートに寄せられた参加者の声（第４回：11月24日実施分より一部抜粋）

☆受講満足度について☆

空き家の再生に対して、単体ではなく“エリアの集合体”としての再生が、
価値の向上につながるという考え方を知った。

意欲が高まった！リノベーションへの道順が勉強できたことは大きい。
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　本年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの支部において不動産無料一般相談フェアの開催
内容の見直し及び中止を余儀なくされました。
　一部の支部においては、感染防止対策を講じた上、“不動産無料相談”に特化したイベントを開催し、地域の人々
のこまりごとに寄り添いました。

2020年度不動産無料一般相談フェア
日時 開催支部 会場 開催内容

９月22日（火・祝）　　　　
　　10時～15時 北大阪 北大阪支部会議室 不動産無料一般相談・

記念品配布
11月６日（金）　　　　　　
　　10時～16時 京阪河内 寝屋川市役所 不動産無料一般相談・

記念品配布

☆エリアリノベーションへの理解や受け止め方について☆

とにかく「まちを歩いてみる」という原点に気づかされたのは非常に良い経験。

このことが他エリアに波及し、地域活性化が進んで求められるまちづくりになれば。

今後期待する“会員ビジネス交流会”はどのようなものですか？

貴重なご意見をいただき、有難うございました。次年度への取組みの参考とさせていただきます。

2020年度　不動産無料一般相談フェアを開催
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賃借人の用法違反と更新拒絶
“賃借人が共用部に大量の荷物を置く行為を繰り返し行い、止めないこと”等を
理由とした賃貸人による賃貸借契約の更新拒絶が認められた事例
 （東京地判　令和元・９・２４　ウエストロー・ジャパン）　　笹谷　直生

   最近の判例から ～たくっちの実務ノート～

１　事案の概要

　平成10年５月、賃貸人Ｘ（原告・法人）は賃借人Ｙ（被告・法人）との間で、事務所ビルの６階Ａ室（本
件建物）について、月額賃料22万5,000円にて賃貸借契約（本件賃貸借契約）を締結し、引き渡した。

[本件賃貸借契約に付された禁止行為]
（ア） 貸室内、又は共用の場所にて建物の衛生管理上支障のある行為、 建物
　　 内外の美観を損なう行為、他の賃借人又は第三者に対し、危険又は迷
　　 惑を及ぼす行為、その他建物の維持保全を害する行為をすること
（イ） 共用部分（廊下・階段・屋上等）を専用使用すること

　賃借人Ｙは、賃貸借契約時から、受け取った段ボール等の荷物を発送する
までの間、６階エレベーターホールに置いて保管していた。

　平成26年10月頃より、置かれる段ボールが大量となり、非常階段の扉や
非常火災報知設備やパイプスペースの扉が隠れるようになったことから、賃
貸人Ｘは再三荷物の撤去を求める文書を送付したり、口頭で要請した。

　賃借人Ｙは、賃貸人Ｘからの要請を受けると、一時的に荷物を撤去することはあったものの、しばら
くすると、６階エレベーターホール等に荷物を置きはじめた。

　また、賃借人Ｙは平成18年２月分から平成30年５月分までの賃料につき、数日から４ヵ月程度遅れて
支払うことが常態化しており、賃貸人Ｘは上記荷物の撤去の催告と合わせ、期日までの支払いの要請を
繰り返した。

事務所ビルの賃借人が共用部に大量の荷物を置くことや賃料延滞が契約違反に当たり、期間満了に
よる賃貸借契約の更新拒絶には正当な事由があるとして、賃貸人が賃借人に建物明渡しを求めた事

案において、賃借人の契約違反の程度は重大であるとして、その請求を全て認めた事例
 （東京地裁　令和元年９月２４日判決　ウエストロー・ジャパン）
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　平成29年10月、賃貸人Ｘは、賃借人Ｙの荷物が１階エレベーターホールや６階外階段の踊り場にも放
置されたことから、賃借人Ｙに対し、“本件賃貸借契約を次回（平成30年５月）は更新できない”旨を伝
えた。

　また、“現時点では賃料の延滞は解消されているが、従前の経過を鑑みると、今後も賃料支払いの遅延
が生じることが強く危惧される”ことも指摘した。
  
　状況が改善されないことから、賃貸人Ｘは、①本件建物の明渡し・②明渡し日までの未払い賃料等の
支払い他を求め、本件を提訴した。

　賃借人Ｙは、「本件建物のある６階部分は、Ｙ以外に使用している者はいない。
段ボール箱等は一時的に置かれていたに過ぎず、恒常化していたわけではない。
しかも、それほど重量もないので、非常時には容易に移動することが可能である。
　また、これまで賃料支払いは１ヶ月分が数日遅れていたにすぎず、現在は賃料の
支払い遅れも解消し、その後は遅延もない。」とし、

　“賃貸人Ｘによる賃貸借契約の明渡し要請には正当な事由はなく、権利濫用に当たる”と主張した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、賃貸人Ｘの請求
を全て認容した。　

（更新拒絶の正当事由の有無について）
　賃貸人Ｘは、賃借人Ｙに６階エレベーターホー
ル等の共用部分に置かれた荷物を撤去するように
何度も要請しており、賃借人Ｙは賃貸人Ｘからの
要請を受けると、一時的に荷物を撤去することは
あったものの、しばらくするとまた６階エレベー
ターホール等の共用部分に荷物を置くことを再開
していたことが認められる。

　そうすると賃借人Ｙは、６階エレベーターホー
ルに荷物を置いて保管することにより、共用部分
を専用使用したほか、共用部分に荷物を置くこと
により、第三者に対し危険又は迷惑を及ぼし建物
の維持保全を害する行為をしたものとして、本件
賃貸借契約に違反する行為を継続的に行ってきた
と評価せざるを得ない。

　賃借人Ｙは、「６階部分は賃借人Ｙ以外に使用
している者はいない」と主張する。

　しかし、６階エレベーターホールの管理は賃貸
人Ｘが行っていたのだから、６階エレベーターホ
ールに荷物を置いて保管すれば、賃貸人Ｘの管理
に支障が出ることは明らかであるし、外階段は避
難通路であるから、共用部分に荷物を置くことに
より、本件建物の来訪者や上階借主等の第三者に
危険又は迷惑を及ぼすことも明らかである。

　そうすると、賃借人Ｙの上記主張は賃借人Ｙの
行為を正当化するものではない。加えて、賃借人
Ｙが賃貸人Ｘから何度も注意を受けたにもかかわ
らず、共用部分に荷物を置くという行為を繰り返
していたこと自体、賃貸人Ｘとの間の信頼関係を
大きく損なわせる事情である。
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　また、賃貸人Ｘが賃借人Ｙに対して、更新拒絶
の通知をした時点では賃料支払いの遅延は解消さ
れていたとはいえ、賃借人Ｙは、本件賃貸借契約
の賃料を平成18年２月分以降はほとんど支払期
限内に支払ったことがない。

　これらからすれば、賃借人Ｙが賃貸人Ｘから更
新拒絶通知を受け取った平成29年10月から、本
件賃貸借契約の期間が満了する平成30年５月ま
での間においては、ＸＹ間の信頼関係は破壊され
ていたと評価するべきである。

（結論）
　賃貸人Ｘは、本件建物の使用を必要とする事情
を特段主張していない一方で、賃借人Ｙは本件建
物で主に企業相手の商売を営んでおり、本件建物
の使用を必要としていること、賃借人Ｙが20年
にわたって本件建物を賃借してきたこと等、賃借
人Ｙに有利な事情を考慮しても、賃貸人Ｘによる
本件賃貸借契約の更新拒絶には正当事由が存在す
ると認められる。また、ＸＹ間の信頼関係は破壊
されており、賃貸人Ｘの権利濫用には当たらない。

３　まとめ

　本件は、事務所ビルにおいてテナントが共用部で恒常的に荷物保管を行い、賃貸人からの再三に及ぶ
改善要請にも応じなかったことが、賃料延滞の常習性とも合わさり、信頼関係の破壊と認められ、賃貸
人による契約更新拒絶の正当事由が認められた事例である。

　共用部の荷物放置は、2001年の新宿歌舞伎町ビル火災事件でも見られる
とおり、火災時には人命にも影響を及ぼしかねないことから、賃借人の重大
な違反行為と言えよう。

　また、借主・貸主に刑事責任が問われる可能性がある事象でもあることか
ら、関係者としては、十分な留意が必要と思われる。

　本件同様に、ビルテナントの悪質な共用部分の使用により、賃貸借契約の賃貸人からの契約解除が認
められた事例として（東京地判　平26・８・26　RETIO 101-51）があり、参考にされたい。
 （調査研究部調査役）

一般財団法人 不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/guide/retio.html

RETIO  119号より引用
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プレゼント

名探偵たくっち

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。クイズの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

Eメールはこちら

懸賞
付き！

Vol.18

Q. リストの文字を空きマスにあてはめて、言葉を完成させてください。最後に、Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は何でしょう？

解答 Ａ B C D 前回の答え

音 楽
Ａ Ｂ

ラ ダ ル
A ル キ
ンコD ヒ

セ ヅ コ
ゲ ヨ

タC B

リスト

ウカキジス
タツヒビブ
ミーーー

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/TXjto6Stgk3wRbBW9
2021年1月15日（金）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。
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   不動産流通関連サイトのお知らせ

【レインズ】全国データベースシステムリニューアルの予定について
　10月号でご案内のとおり、近畿２府４県以外のエリアの物件検索が可能な「全国
データベース」につきまして、2021年１月４日（月）より新システムにリニューアル
する予定です。
　リニューアルに伴い、当該WebサイトのURLが変わるため、ログイン時にブラ

ウザのオートコンプリート機能※で保存していた「ユーザー ID」及び「パスワード」が参照されなく
なります。
　リニューアル後の初回ログイン時には「ユーザー ID」及び「パスワード」を手入力いただく必要が
ありますのでご注意ください。
　（全国データベースの「ユーザー ID」及び「パスワード」は近畿レインズログイン時と同じもので
す。事前にご確認ください。）

※オートコンプリート機能とは	 	 	
　ID・パスワードをブラウザに記録し自動的に表示・入力する機能です。
　毎回手入力する手間が省ける分、ID・パスワードを忘れてしまうことがあります。

全国データベースの詳細につきましては、以下Webサイトにてご確認ください。
全国データベース：https://system.reins.jp/

【ハトマークサイト・大阪宅建Webサイト】ご登録のメールアドレスは正しいですか？
　ハトマークサイトや大阪宅建協会等に登録されているメールアドレスの誤りに
よって、公開されている物件等に対するお客様からの反響メールが“未達”となる
事案が頻繁に発生しております。
　その結果、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりますので、
ご登録のメールアドレスが正しいかご確認いただくとともに、掲載情報の
定期的なメンテナンスをお願いします。

■ハトマークサイトの登録メール確認方法
ハトマークサイトへログイン後、上部メニューの
　①「ユーザー管理・設定」に入り、
　②	「自社マスタ管理」より
　　　　　　　　　　メンテナンスいただけます。

■大阪宅建Webサイトの会員情報確認方法
大阪宅建協会の会員ページへログイン後、
左メニューのⒶ「会員情報の管理」より
メンテナンスいただけます。

①
②

Ⓐ
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（一社）大阪府宅地建物取引業協会　女性部会主催

2020年度	女性部会GLセミナー女性会員・従業者向け

オススメ企画
自宅でできる！座ってできる！！
体力	・	気力	・	免疫力アップのための「簡単タオル体操」

開催のお知らせ

参加費
無料

講演テーマ

コロナ禍のなかでの外出自粛、冬場の活動不足が続くと、足腰の筋力や柔軟性が低下しがち！
少しでも体を動かすことで、気分が晴れやかになるだけでなく、体も軽くなって動かしやすくなります。
本セミナーでは、肩こり改善や姿勢改善のためのタオルの様々な使い方を知り、セルフケアの方法を学びます。
短時間（１０分～２０分）でも毎日続けられる体操をすることが、コロナ感染予防・健康づくりの近道です☆

尾陰　由美子氏　有限会社アクトスペース企画　代表取締役

　大阪府堺市出身。１９８８年「アクトスペース企画」、２００５年「NPO法人いきいき・のびのび
健康づくり協会」を設立。２００７年に中百舌鳥に Mind＆Body Conditioning Studio five ’ｆ’
を開設。２０１５年、自立と自律のための学校“からだの学舎Re-fit”をオープン。２０１７年より、
ラジオゆめのたね放送局「おかげさんのなんくるウィークリー」を開始。心身を動かす楽しさを
多くの人に分かりやすく伝えて、人気を博す。
　モットーは、「ワクワクすることを、必死でやるより楽しんでやる」。近年では、特に高齢者

やリスクのある方に対応した運動プログラムの提供や、若者から高齢の方まで、のびのび自己表現できる健康教育
の普及に力を入れている。著書に「風にのる　風になる」（クラブビジネスジャパン）他多数。

講師

日時 2021年2月12日（金）		14:00 ～16:00

会場 大阪府宅建会館２階　大阪市中央区船越町２丁目２－１	 /	Zoom視聴

対象 大阪宅建協会の会員・従業者（女性優先ですが、男性もお申込み可能です）
必要備品：動きやすい服装で、一般的なスポーツタオル（110cm程度）をご準備ください。

定員 対面	40名	・	Zoom	300名（先着順受付、定員に達し次第〆切）
下欄に必要事項を記入の上、Webフォーム（右記QRコード）もしくはFAXにて
お申込みください。＜お問合せ先：大阪宅建協会　企画事業部　TEL：06-6809-4461＞

≪	FAXご返送先：06-6809-4462	≫

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、対面を中止し、Zoom視聴のみとする場合がございます。

フリガナ
ご氏名 商号 所属

支部

お役職：　代表者・取引士・従業者 TEL FAX

参加方法
（いずれかに〇） 対面　　・　　Zoom　　（Zoom参加の方はID・PASS・資料を２月上旬にメール送付します）

Eメールアドレス

スマホでかんたん♪
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　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引におけるあらゆる
人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行ううえで理
解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますのでぜひご参加くだ
さい。

　「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」	、大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」、
　「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等

その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜	http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html	＞

☆★☆　いよいよ本年度最後の講座です　☆★☆

開催日：2021年2月4日(木)

時　間：午後1時30分から午後5時まで

　　　　	（受付：午後1時～）
　※上記時間すべて受講いただいた方には「人権推進員証」
　　を交付します。

会　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）
Osaka Metro谷町線 『天満橋駅』 ３番出口より 徒歩３分

受講料：無　料

お申込み方法　
(一社)	大阪府宅地建物取引業協会まで
お申し込み下さい。
お問い合わせ先：
法務部　TEL：０６－６９４１－８１９７

＊当日は新型コロナウイルス感染症対策として、「マスク着用の徹底」、「消毒用アルコールの設置」、「会場の換
気」、「座席間の距離の確保」等を行います。
＊体調不良（だるい・発熱・咳が出る等）の場合は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。
＊なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催の中止や延期等になった場合、または会場が対応
困難な事態になった場合は、お申込みいただいた方へご連絡させていただきます。

講座内容に関するお問い合わせ先　
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
宅建業指導グル－プ　
までお問い合わせください。
ＴＥＬ：０６－６２１０－９７３４

  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttpp::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggee//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。）） 

講講 演演 録録 購購 入入 申申 込込 書書   ◇申申込込日日：：  年年  月月  日日 

((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー 行行     FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411）） 

注
文
部
数

民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ
－不動産取引での重要ポイントを中心に－

R02年 11月発刊 冊

民法相続編改正
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－

R02年 02月発刊 冊

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01年 09月発刊 冊

不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01年 07月発刊 冊

合計部数 冊 合計金額
(1冊 500円)

円

お 名 前

ご 住 所 〒

日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内

定定価価各各 550000 円円((税税込込)) 

各各 AA44ササイイズズ
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K I N K I  I D E N T I F I C A T I O N  S E R V I C E

大幅な商品リニューアルで新生活を応援します!!

改正民法対応

#保証内容がさらに充実
保証限度額がUP !

保証範囲がさらに拡大
ご契約者様の宅内死亡・行方不明時も

実費負担額に応じて40万円を上限に保証

業界トップクラスの商品ラインナップで、
お客様ごとに自由にコースを選択できます

「ココをもっと手厚くしたい」など、ご要望に
合わせて保証プランをカスタマイズします

#〝もしも…〟の時にも安心

#選べる豊富ラインナップ！ #カスタマイズでピッタリ！

プレミアム24プレミアム24

家賃債務保証業 登録番号 国土交通大臣 （1） 3号

〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目４番18号　富士信ビル３階

0120-60-7755
http://www.kinkihosho.com/
〈ホームページ〉

〈お問い合わせ〉

〈平　日〉10：00～19：00
〈土日祝〉10：00～18：00

検 索検 索検 索検 索検 索検 索検 索検 索近畿保証サービス

16年目の実績と安心
業界トップクラスのノウハウと実績があります。

約8,000社の代理店！
近畿・名古屋市内を中心にエリアトップクラスの

代理店様にご利用いただいています。

３営業日後の代位弁済と、
最短30分の審査スピード
業界トップクラスのスピードの代位弁済と

審査回答を実現しています。

いいね！１ いいね！２

いいね！３ いいね！４

（株）大阪宅建サポートセンター（株）大阪宅建サポートセンター
提携事業
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人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

12
december

vol.623

2020

vol.623122020

協会ＨＰに簡単アクセス

❅ 女性部会ＧＬセミナー開催のお知らせ

❅ 最近の判例から　～たくっちの実務ノート～

❅ 第３回・第４回エリアリノベーションスクールを開催

特集　トレンドコラム
毎月の返済負担を軽くする新たな住宅ローン

「残価設定型」のローンとは？


