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取引（売買）紛争の事例と解決

建物建築の障害となる地中障害物について、売主の不法行為責任が
認められ、媒介業者の調査義務は否定された事例　（東京地判：Ｈ30.3.29）

　平成 19 年 3 月、売主Ｙ 1（被告・宅建業者）は、本�
件土地及び旧建物を購入し、同年 10 月に旧建物の解�
体を行い更地にした。平成 20 年 6 月、本件土地につ�
いて、自宅建物建築を目的とする買主Ｘ（原告）は、
Ｙ 2（被告）の媒介により、Ｙ 1と売買契約を締結し、
同年 7月に引き渡しを受けた。なお、売主作成の物
件状況報告書において ｢敷地内残存物、旧建物廃材、
建築廃材、浄化槽、井戸｣に〇は付されていなかった。
　売買契約書の概要は、売買代金： 7億円、売主の
瑕疵担保責任は引き渡しから 2年以内、特約として、
本件土地上に建築物を建築する際、地耐力強化のた
めの地盤改良工事等が必要となる場合があっても、
この費用等については、買主の責任と負担で処理す
る事を売主は呈示し、買主は認容すると定められた。
　平成 24 年 10 月頃、Ｘは鉄筋コンクリート造りの
自宅用建物建築のため、建設会社に地盤調査を依頼
した所、本件土地に旧建物の土間スラブやコンクリ
ートガラ、Ｈ鋼、井戸等の本件地中障害物が確認さ
れ、当初予定の表層改良工事では地耐力不足が考え
られた事から、柱状改良工事を行う事にした。
　平成 27 年にＸは、Ｙ 1及びＹ 2に対して、本件地�
中障害物が存する事の説明を行わなかった等の不法
行為・債務不履行責任を理由に、Ｘが支出した地中
障害物の除去及び地盤改良工事費用 2121 万円、同変�
更工事検討費用 83 万 1600 円、工期延長に伴う家賃
51 万 4300 円、弁護士費用等 225 万円の計 2480 万円�
余を求める本件訴訟を提起した。
　Ｙ 1は、本件地中埋設物について認識していなか
った、認識していなかった事に過失はないと主張。
　Ｙ2は、Ｙ 1より敷地内残存物がない旨の物件状況�
等説明書を受領しているから、地中障害物の有無等
についての調査義務は履行済であると主張した。

　裁判所は、買主Ｘの売主宅建業者Ｙ 1に対する請
求を認容し、媒介業者Ｙ 2に対する請求を棄却した。

（不法行為の存否について）

　（1）Ｙ 1は、本件土地取得時に解体業者Ａに旧建物�
の解体を依頼し、大量のコンクリートガラ等が発生
したが、Ａはその全てを搬出及び処理する事なく、
本件土地中に残存させ、地中に埋め戻したため、Ｘ
は本件売買契約時に予期していなかった地盤改良工
事を行わざるを得なくなった。本件土地中に存在し
ていた障害物の量及び範囲等に照らすと、取引通念
上通常有すべき性状を欠いており、本件土地には瑕
疵があるものと評価できる。またＹ 1は、Ｘに対し、
売主として、物件状況報告書の作成等を通じて、売
買の対象地の状況について正確な情報を告知・説明
する義務を負っていた。
　Ｙ 1は、旧建物が存在する状態で土地を購入し、
Ａに依頼して旧建物を取り壊したのであるから、旧
建物には地下室が存在し、解体に伴う地中障害物が
残存している事を把握し得たにも関わらず、Ａの遂
行状況を確認する事なく、物件状況報告書を作成し
たものと推認する事が出来るから、Ｙ 1は上記義務
の履行を怠ったというべきである。
　本件売買契約には特約が付されているが、同特約
は定型的に設けられている事、そもそも地中障害物
が残存する事になったのはＹ 1が旧建物の取り壊し
をＡに依頼した事が契機となっており、Ｙ 1担当者
が立ち会っている事、Ｙ 1は直接解体工事の内容等
について確認していない事、本件売買契約を締結す
る際、Ｘが地盤改良工事に要する費用を考慮し、こ
れを前提に売買代金を決めた事は伺えない事を考慮
すると、本件特約の範囲は、Ｙ 1の行為を契機とし
て地中に多量の障害物が存在した本件のような場合
まで及ぶものと解するのは相当でないため、Ｙ 1は
不法行為に基づき 2480 万円の損害賠償義務を負う。
　（2）本件売買契約締結時において、更地化されてい�
た土地について、宅建業者であるＹ 1が物件状況報
告書において敷地内残存物がない旨を説明している
事から、本件において、Ｙ 2が独自にその真偽等に
ついて調査すべき義務が発生するとは言い難い。し
たがってＸのＹ 2に対する請求は理由がない。

�（一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

特約の補修義務違反を理由とする借主の損害賠償請求につき、
使用が妨げられた賃料相当額のみを認めた事例　（東京地判：Ｈ29.5.22）

　平成 25 年 2 月、Ｘ（原告・借主）は、媒介管理業者�
の営業担当者Ａ立ち会いのもと、Ｙ（被告・貸主）所�
有の本件マンションの一室を内見した。その際、リ�
ビング・ダイニングのフローリングの角の一部（30cm
四方）に前賃借人が残した損傷（黒ずみ）があり、Ａは�
その旨を説明した。
　同月中に、次の条件で賃貸借契約が締結された。
①�賃料月額 39 万円余（共益費込みで 42 万円）。
②�駐車場代月額 6万円。　③�賃貸期間 2年間。
�また、Ｘは次の費用等を支払い、本件居室の引き
渡しを受け、家族とともに居住を開始した。
①�敷金 79 万円余。　②�礼金 39 万円余。
③�仲介手数料 42 万円余。
　なお、賃貸借契約の締結に際し、ＡからＸへ、本
件損傷の補修工事が未了である旨の説明があり、｢入�
居後にリビング床の補修を行う｣ 旨、契約書の特約条�
項に明記された。Ｘは補修工事未了を知らされ、契
約締結を迷ったが、前賃借物件の退去期日が迫って
いたため、その条件で契約を締結した。
　媒介管理業者の管理業務担当者Ｂは、同年 4月に
本件損傷の補修を工事会社に依頼の上、見積書を取
得した。Ｂは工事日程の調整を行うため、同年 6月
以降、Ｘに繰り返し電話連絡をしたが、Ｘの応答は
なく、折り返しの連絡もなかった。
　Ｘは平成 26 年 5 月、本件居室の賃貸借契約の解約�
を申し入れた上、本件損傷の補修工事が行われなか
ったと主張し、同年 6月末に本件居室を退去した。
　平成 27 年 7 月、ＸはＹに対し ｢本件損傷を補修す�
べき義務を負っていたにも関わらず、この義務を履
行しなかった｣ として、債務不履行に基づき①本件居�
室の効用が阻害された事による損害（退去までの支
払い済み賃料 17 ヶ月分の 3割相当額）、②転居によ
り生じた損害（礼金、仲介手数料、転居費用）、③精�
神的苦痛に対する慰謝料の合計 355 万円余の損害賠
償金の支払い等を求め提訴した。

　裁判所は、Ｘの請求の内、居室の効用を阻害した
事による損害の一部のみを認容し、他は棄却した。

【補修義務の履行期について】
　Ｘは、本件補修義務は、賃貸借契約締結以前の内
見時にＸの入居までを期限に発生したと主張する
が、契約前段階で損傷に関する明確な合意が取れて
いた事には疑問がある。また契約の特約条項も、契
約締結後、速やかに補修工事を行う事を念頭に置い
ていたと理解すれば、補修義務の履行期は、契約締
結後、補修工事に必要な相当期間内に履行する旨の
不確定期限が定められたと認めるのが妥当である。

【履行遅滞の存否について】
　Ｙは、本件補修義務の履行には、Ｘによる履行期
日の指定が必要で、Ｘの行為を要する所、履行に必
要な相当期間内に弁済の提供を行っているから、履
行遅滞の責めを負わないと主張する。しかし、Ｙは、
繰り返しの電話連絡以外、直接訪問や文書による折
り返しを求めるような連絡手段を講じていない。よ
って、Ｙは本件補修義務履行のために、Ｘに対し弁
済の準備をした事を通知し、その受領を催告したと
は認められない。よって、Ｙは本件補修義務の履行
遅滞の責めを免れないというべきである。

【不履行による損害額について】
　Ｘは、本件損傷によって、生活上様々な支障が生
じ、退去を余儀なくされたとして、本件補修義務の
不履行により、損害賠償金等の支払いを求めている。
　認定した損傷の態様からすると、前賃借人が観葉
植物を置き、その水が漏れた損傷と考えても矛盾し
ない。そうなると、本件損傷により美観が損なわれ
不都合があったという程度の指摘は出来ても、それ
以上の生活上の支障が生じた事は認められない。
　ただし、美観を損ねた事は確かであり、本件損傷
部分が目に見えないよう工夫しなければいけないな
どの支障はあったと考えられ、この使用収益を妨げ
た事による損害は、支払い済み賃料の内月 1万円程
度に留まるというべきである。

�（一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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国内外の観光客を受け入れる磯野真理子さん。「民泊は空き家活用
にもつながる」と話す＝11日、静岡市駿河区丸子の民泊マリコ
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東急はスマホで駅券売機から紙
幣を引き出せるサービスを開始
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2019年₄月13日〜₈月31日の新入会者・退会者　第₂回理事会（2019年₉月₉日）で承認

●新入会者

商号・名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈲アイ・ピイ 前田　理裕 前田　理裕 414-0054 伊東市鎌田1105-54 0557-78-0410 正会員 静岡県知事�（1）14244 東 部

Irodori㈱ 佐藤　由加 佐藤　由加 413-0017 熱海市福道町7-10 0557-85-2188 正会員 静岡県知事�（1）14206 東 部

㈱栄久建設 滝田　欣也 滝田　幸子 411-0933 駿東郡長泉町納米里80-1フラップ101 055-987-2211 正会員 静岡県知事�（1）14218 東 部

㈱東静プランニング　
三島店 藤澤　　忠 藤澤　　忠 411-0035 三島市大宮町3-14-11 055-973-6169 準会員 静岡県知事�（1）13915 東 部

㈱ライフ・メンテナンス 土屋　義人 内田　　優 411-0943 駿東郡長泉町下土狩681-1 055-988-1511 正会員 静岡県知事�（1）14214 東 部

㈱アスシア 三苫　良太 三苫　良太 410-0041 沼津市筒井町9-1 055-925-8300 正会員 静岡県知事�（1）14198 東 部

㈱ザ・ゴールデン　
国１沼津店 村越　千夏 村越　千夏 410-0062 沼津市宮前町10-1 055-957-2900 準会員 静岡県知事�（1）13907 東 部

㈲米山モータース 鈴木　教男 田代　秀治 412-0045 御殿場市川島田508-1 0550-82-0850 正会員 静岡県知事�（1）14221 東 部

建都リフォーム 佐野　和久 園田　裕二 418-0018 富士宮市粟倉南町218-2 0544-21-3075 正会員 静岡県知事�（1）14199 東 部

㈲もちだの家 持田　学 持田　典彦 417-0801 富士市大渕9768-4 0545-37-0380 正会員 静岡県知事�（1）14191 東 部

㈱e-three 石間　元春 金沢　栄司 420-0068 静岡市葵区田町6-3-2 054-270-3720 正会員 静岡県知事�（1）14217 中 部

㈱ハウスメイトマネジメント
静岡支店 宇山　良治 宇山　良治 422-8062 静岡市駿河区稲川2-2-1セキスイハイムビルディング１F 054-288-3037 準会員

国土交通大臣�
（1）9210 中 部

フジクリエイション㈱
Smife静岡支店 菊池　直人 菊池　直人 422-8064 静岡市駿河区新川1-1-29 054-275-1240 準会員 静岡県知事�（3）13013 中 部

飛鳥建設㈱ 矢野　三成 矢野　三成 421-0532 牧之原市地頭方1558 0548-58-0738 正会員 静岡県知事�（1）14201 中 部

㈱ＳＳクリエイト 酒井　修二 酒井　修二 426-0005 藤枝市水守2-3-4-207 054-641-0032 正会員 静岡県知事�（1）14223 中 部

武長 武政　　仁 武政　　仁 426-0019 藤枝市天王町3-2-10 054-631-5863 正会員 静岡県知事�（1）14232 中 部

㈱ドキドキプロジェクト 小林　秀一 小林　秀一 425-0084 焼津市大村新田169 054-628-0039 正会員 静岡県知事�（1）14207 中 部

㈱虹のかけはし 増田　琴恵 河野　　恵 425-0073 焼津市小柳津420-3 054-620-3965 正会員 静岡県知事�（1）14189 中 部

松下住建㈲ 松下　克宏 松下　克宏 427-0105 島田市南原256-2 0547-38-1368 正会員 静岡県知事�（1）14178 中 部

ＷＡＫＵＲＡＳＵ　
㈱富田工務店支店 白鳥　恵美 白鳥　恵美 427-0028 島田市栄町1-10 0547-35-5000 準会員 静岡県知事�（1）13957 中 部

㈲五輪 白畑　廣子 白畑　祐樹 436-0021 掛川市緑ケ丘2-24-11 0537-28-7666 正会員 静岡県知事�（1）14188 西 部

イムラ総合不動産㈱ 伊村　義孝 伊村　義孝 436-0045 掛川市小鷹町194 0537-64-3235 正会員 静岡県知事�（1）14194 西 部

合同会社イワタエステート 平岡　伸之 平岡　伸之 438-0072 磐田市鳥之瀬81-2シャトレ鳥之瀬105 0538-88-9225 正会員 静岡県知事�（1）14187 西 部

掛川開発㈱ 西村　康正 山下　和孝 436-0222 掛川市下垂木312-1 0537-24-3749 正会員 静岡県知事�（1）14225 西 部

㈲堀川ガラス 堀川　明夫 堀川　雅貴 437-1407 掛川市小貫1481-1 0537-74-3279 正会員 静岡県知事�（1）14204 西 部

㈱ＲＣワークス　
浜松営業所 桑原　充好 桑原　充好 435-0045 浜松市中区細島町7-13 053-411-5955 準会員 国土交通大臣�

（1）9535 西 部

㈱出雲殿互助会 浅井　秀明 砂田アカネ 432-8017 浜松市中区三組町42-14 053-454-6902 正会員 静岡県知事�（1）14193 西 部

㈱ＳＴＲ 嶋　　裕信 中橋　知佐 431-3121 浜松市東区有玉北町2181-5-101 053-424-7266 正会員 静岡県知事�（1）14195 西 部
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商号・名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

ディーズデザイン㈱ 稲垣　　剛 稲垣　　剛 430-0929 浜松市中区中央1-5-19TKマンション中央Ⅰ-505 053-459-3255 正会員
静岡県知事�
（1）14209 西 部

フジクリエイション㈱
Smife浜松駅前店 佐野　陽一 佐野　陽一 430-0927 浜松市中区旭町7-1旭町プラザ 053-413-3701 準会員 静岡県知事�（3）13013 西 部

不動産　森のこかげ 石川　博志 石川　博志 431-0301 湖西市新居町中之郷1743-5 053-594-5335 正会員 静岡県知事�（1）14216 西 部

プレジデンス㈱
浜松営業所 藤田　潤子 藤田　潤子 430-0925 浜松市中区寺島町17フレクション浜松Ⅰ-230 053-523-8844 準会員

国土交通大臣�
（1）9563 西 部

㈱リージェント 河合　秀和 河合　秀和 435-0034 浜松市南区安松町1842-1 053-401-6608 正会員 静岡県知事�（1）14203 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

㈱Chez nous 静岡支店

東 部

㈲藤企画

中 部

㈱NTT西日本アセット・プ
ランニング東海支店静岡営

西 部

クリスタル不動産事務所

㈲住地 フジ技興 ㈱森造園 小杉土地

シンセネット㈱ ㈲不動産仲介センター カネ正建設㈱ ㈱コットンライフ

㈲木下建設 イナバホーミング ㈱大不盡 ㈱ステイヤア

㈲橘企画 ㈱遠藤管工設備 中部不動産 ㈲浜名コーポレーション

㈱アイム ㈱考建　静岡支店

西 部

幸和ハウジング㈱
コーワ住センター磐田店 ㈲マルイチ不動産

駿東家具工業㈱ ㈲小林幸彦建築 米山企画㈱ 宮勝不動産

㈱棟梁
中 部

みやび不動産 ㈲ワカスギ塗装 山一住宅㈱

沼津土地建物㈱ ㈱アイランド グランド　エスエフ 理建住宅㈱

以上、新入会者33名、退会者36名、2019年₈月31日現在の会員数は、2,750名

県交通基盤部河川砂防局土木防災課より

2019年₇月　宅建ローン等の実績　（7/1〜7/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 46 36 61 ― 143件
金額 44億9,621万円（土地1、 新築戸建119、 中古戸建16、 新築マンション₃、 中古マンション₄）

三島信用金庫 融資実行 件数 9 1 0 ― 10件
金額 2億4,382万円（土地₁、 土地購入新築₄、 新築戸建₄、 中古戸建₁）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 14 0 ― 14件

金額 2億9,626万円（土地購入新築₃、 新築戸建₆、 中古戸建₅）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 4 3 1 10件
金額 2億2,992万円（新築戸建₈、 中古戸建₁、 中古マンション₁）
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2019年₈月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
８月２日 東　京 全宅住宅ローン㈱�取締役会
６日 沼　津 取引士法定講習会 （受講者62名）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
14日 本部・支部 事務局夏期休暇 （～16日）
21日 本　部 不動産コンサル基礎教育① （事業実務）
〃　 〃 中間監査・正副会長会
22日 本　部 県指定講習会 （受講者31名）
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
〃　 広　島 広島県宅建協会�出張訪問 （事業視察）
27日 浜　松 取引士法定講習会 （受講者132名）
〃　 東　京 取引士試験事務説明会
〃　 名古屋 東海公取協�ポータルサイト等研修会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談９件、電話相談209件）
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