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平成 30 年不動産鑑定士試験短答式試験

不動産に関する行政法規（問題）
満点 100点
時間 2時間（10時 00分～ 12時 00分）{ }

〔注意事項〕

1　問題用紙は、係官の指示があるまで開けてはいけません。

２　これは、問題用紙です。解答は、解答用紙に書いてください。

３　問題用紙は表紙を含めて ３1 ページ、解答用紙はマークシート 1枚です。

4　解答は、解答用紙の記入要領に従って必ず黒の鉛筆（HB又は B）で、解答用紙の記入例になら

い正しくマークしてください。なお、正しい答えが ２つ以上ある問題はないので、必ず 1つの番号

にマークしてください。

5　問題用紙は、本科目終了後、持ち帰ってもかまいません。

＊　この問題は、平成２9年 9月 1日時点で施行されている法令により出題しています。



２

（解答上の注意）

以下の各問題において、特段の言及がない限り、地方自治法第 ２ 編に規定する指定都市、

中核市及び同法附則に規定する施行時特例市並びに同法第 ３編に規定する都の特別区等の事

務に関する同法その他の法令は、解答に当たり考慮しないものとする。

〔問題	 1〕	 土地基本法（以下この問において「法」という。）に関する次のイからホまでの記述

のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　法は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地

についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形

成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な

発展に寄与することを目的としている。

ロ　政府は、毎年、適正な地価の上昇を図るために必要な施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。

ハ　国及び地方公共団体は、土地利用計画を策定する場合において、住民その他の関係者の意

見を反映させるものとされている。

ニ　国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地に関する権利を有する者が著しく

利益を受けることとなる場合といえども、当該権利を有する者にその利益に応じてその社会

資本の整備についての適切な負担を課すことはできない。

ホ　法は、法の規定に違反して、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しな

かった事業者は、刑事罰の対象となりうると規定している。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとニ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 ２〕	 不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも事務

所を設けたときは、事務所設置後遅滞なく国土交通大臣に登録換えの申請をして、その登録を

受けなければならない。

⑵　都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当

該都道府県に事務所を設ける不動産鑑定業者について、その職員に立入検査をさせることがで

きる。

⑶　国土交通大臣は、その登録を受けた不動産鑑定業者に対して監督処分をしようとするときは、

土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。

⑷　不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の利用に関する相談に応じることを

業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登

録を消除されることがある。

⑸　国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業に係る登録申請者が被保佐人であるときは、

その登録を拒否しなければならない。
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〔問題	 ３〕	 不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいもの

の組合せはどれか。

イ　不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のため、実務修習機関が行う研修

を受講しなければならない。

ロ　国土交通大臣は、国土交通省に不動産鑑定士名簿を備え、公衆の閲覧に供さなければなら

ない。

ハ　不動産鑑定士となる資格を有する者は、国土交通大臣により実務修習を修了したことの確

認を受けたときから 5年以内に不動産鑑定士の登録を受けなければ、不動産鑑定士となる資

格を失う。

ニ　損害保険の目的である建物の保険価額又は損害補填額を算定する行為は、この法律にいう

不動産の鑑定評価に含まれない。

ホ　不動産鑑定士が不当な鑑定評価を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、

国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都

道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めるこ

とができる。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとホ

⑷　ハとニ

⑸　ニとホ
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〔問題	 4〕	 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

⑴　土地鑑定委員会は、標準地について毎年 1回、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これ

を公示するものとされている。

⑵　この法律は、都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示す

ることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。

⑶　不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常

な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならず、その際には、当該対象土地に最

も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地

の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

⑷　この法律における「公示区域」とは、都市計画法第 4条第 ２ 項に規定する都市計画区域その

他の土地取引が相当程度見込まれる一定の区域をいう。

⑸　都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用

価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならな

い。

〔問題	 5〕	 国土利用計画法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正

しいものはどれか。

⑴　Ａは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の

許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服が

ある場合には、Ａは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

⑵　Ｂは、市街化調整区域に所在する 1２,000 平方メートルの土地について土地売買等の契約を締

結し、当該土地に関する権利をＣに移転することとなった。この場合、Ｂは、法第 ２３ 条第 1項

の規定による届出を行う必要がある。

⑶　ＥとＦの兄弟は、親Ｄからの相続により、それぞれＥは ２,500 平方メートル、Ｆは 1,000 平方

メートルの土地を取得した。ＥとＦの土地がともに市街化区域に所在する場合、Ｅは法第 ２３ 条

第 1項の規定による届出を行う必要があるが、Ｆは当該届出を行う必要がない。

⑷　Ｇは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第 ２8 条第 1項の規定による遊休

土地である旨の通知を受けた。この場合、Ｇは、当該通知があった日から起算して ６週間以内

に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要が

ある。

⑸　Ｈは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、国に対して売却する契約を締結す

ることとなった。この場合、Ｈは、法第 15 条第 1項各号に掲げる事項を、あらかじめ、都道府

県知事に届け出る必要がある。
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〔問題	 6〕	 都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の用途地域内の適正な配置及び規模の公

共施設を備えた土地の区域において、定める地区とされている。

ロ　準住居地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする

商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定め

る地域とされている。

ハ　第二種低層住居専用地域については、都市計画に、建築物の高さの限度を定めることとさ

れている。

ニ　地区計画は、市街地が形成されていない土地の区域については定めることができないもの

とされている。

ホ　市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として用途地域を定めな

いものとされている。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとニ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ

〔問題	 7〕	 次のイからホまでの事項のうち、都市計画法における市街化調整区域において定めら

れる地区整備計画について、当該地区整備計画に定めることができないものの組合せはどれか。

イ　建築物の容積率の最高限度

ロ　建築物の建ぺい率の最高限度

ハ　建築物の敷地面積の最低限度

ニ　建築物の建築面積の最低限度

ホ　建築物等の高さの最低限度

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとニ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 8〕	 次の説明は、都市計画法に基づく都市施設に関する記述である。次のイからハまでの

空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

　市街化区域及び イ について定められる都市計画においては、少なくとも道路、 ロ

及び下水道を定めるものとされており、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域

及び準住居地域については、都市計画において ハ をも定めるものとする。

⑴　イ　準都市計画区域　　　　　　　　　　　　　　ロ　公園　　　　　ハ　義務教育施設

⑵　イ　準都市計画区域　　　　　　　　　　　　　　ロ　ごみ焼却場　　ハ　社会福祉施設

⑶　イ　区域区分が定められていない都市計画区域　　ロ　公園　　　　　ハ　義務教育施設

⑷　イ　区域区分が定められていない都市計画区域　　ロ　ごみ焼却場　　ハ　社会福祉施設

⑸　イ　区域区分が定められていない都市計画区域　　ロ　公園　　　　　ハ　社会福祉施設

〔問題	 9〕	 都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれ

か。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものと

する。

⑴　市街化区域において、畜舎の建築の用に供する目的で行う ３,000 平方メートルの開発行為

⑵　区域区分が定められていない都市計画区域において、都市計画事業の施行として行う

　1,000 平方メートルの開発行為

⑶　準都市計画区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的

で行う ３,000 平方メートルの開発行為

⑷　市街化調整区域において、変電所の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発

行為

⑸　市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として行う 1,000 平方メートルの

開発行為
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〔問題	 10〕	 都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれ

か。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含

むものとする。

イ　開発許可を受けようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議したこと

を証する書面を都道府県知事に提出しなければならない。

ロ　開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了し

たときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ハ　開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、

工事の完了公告が行われる前に建築物を建築することができる。

ニ　都道府県知事が、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、当

該土地に建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めて開発許可をしている場合、当該

土地の区域内においては、環境の保全上の支障がない場合であっても、これらの制限に違反

して建築物を建築してはならない。

ホ　市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築物の

新築をすることができる。

⑴　イとハ

⑵　イとニ

⑶　ロとニ

⑷　ロとホ

⑸　ハとホ
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〔問題	 11〕	 土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含

むものとする。

イ　宅地について所有権又は借地権を有する者が土地区画整理組合（以下この問において「組

合」という。）を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合

の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

ロ　1 人で施行する土地区画整理事業において、相続等により施行者が数人となった場合にお

いては、当該事業は、組合により施行されなければならない。この場合、数人共同して組合

を設立するために定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

ハ　組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有

する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登

記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申

告のないものは、存しないものとみなされる。

ニ　解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続す

るものとみなす。

ホ　事業計画の決定に先立って定款及び事業実施方針を定め、組合の設立について都道府県知

事の認可を受ける場合には、組合を設立しようとする者は、必要に応じ、事業計画の案を作

成するにあたり、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措

置を講じることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 1２〕	 土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。

イ　個人施行者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立

ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人

の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、

当該土地の区域を管轄する市町村長の認可を受けることが必要である。

ロ　個人施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却

することが必要となったときは、建築物等の所有者及び占有者に対して通知をすることなく、

建築物等の移転又は除却を行うことができる。

ハ　仮換地の指定は、換地計画において定められた事項又は土地区画整理法において定める換

地計画の決定の基準と適合しなければならない。

ニ　換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後に

おいて、遅滞なく、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知することによ

り行わなければならない。ただし、定款等において別段の定めがある場合には、換地計画に

係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

ホ　個人施行者が換地処分を行った場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け

出なければならない。換地計画において定められた換地は、都道府県知事が換地処分があっ

た旨を公告した日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった

従前の宅地に存する権利は、都道府県知事が当該公告をした日が終了した時において消滅す

るものとする。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 1３〕	 都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。

イ　第一種市街地再開発事業の施行者が、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存す

る既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行った後においては、当該登記に係

る所有権及び借地権を有する者がこれらの権利を処分するには、施行者の承認を得なければ

ならない。

ロ　施行地区内の宅地若しくはその借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建

築物について担保権等の登記に係る権利が存在するときは、権利変換計画において、当該担

保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えら

れるものとして定められた施設建築物若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関す

る権利の上に存するものとして定めなければならない。

ハ　市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有

者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有

する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して ３0 日以内に、施行者に対し、権利の

変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、

又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。

ニ　権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅

地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者で、

権利変換を受けるものが、施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額を、

近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する

同種の権利の取引価格と等しくなるように定められなければならない。なお、これらの者が、

当該価額について当該事業の施行者に意見を提出することは、認められていない。

ホ　第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の

同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権

利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなけれ

ばならない。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 14〕	 都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。

イ　市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に未登

記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して ３ヶ月以

内に当該市町村長に対し、借地権の種類及び内容を申告しなければならない。

ロ　施行者は、権利変換を受けず、地区外に移転する者に対して、補償金を支払わなくてはな

らない。施行者が過失がなくて当該補償金を受ける者を確知することができない場合、当該

補償金は施行者に帰属する。

ハ　第一種市街地再開発事業の施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。

また、土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときであって

も、当該調書作成時の立会いを省略することはできない。

ニ　権利変換期日において、施行地区内の土地（指定宅地を除く。）に権原に基づき建築物を所

有する者の当該建築物は、施行者に帰属する。

ホ　施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、過失がなくて、

書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することを

もって書類の送付に代えることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 15〕	 都市緑地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　緑地保全・緑化推進法人は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地等の所有者と市民緑

地契約を締結して、当該土地等に緑地又は緑化施設を設置・管理できるが、市民緑地契約によ

る市民緑地の管理期間は 5年以上である必要がある。

⑵　市町村による認可の公告があった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区

域内の土地所有者等となった者に対しては、その効力を持たない。

⑶　緑地保全地域内において宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にそ

の旨を届け出なければならないが、届出後はすぐに当該届出に係る行為に着手することができ

る。

⑷　特別緑地保全地区内において建築物の新設をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受

けなければしてはならないが、一定規模以下の敷地面積を有する建築物の新築をしようとする

者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。

⑸　緑化地域内において建築物を増築しようとする者は、一定の場合を除き、当該建築物の敷地

面積の規模にかかわらず、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建

築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。

〔問題	 16〕	 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

⑴　特定行政庁は、建築基準法令の規定又は建築基準法の規定に基づく許可に付した条件に違反

した建築物（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。）について、緊急の必要

がある場合においては、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

⑵　長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければ

ならない。

⑶　特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある学校の用

途に供する建築物で、その主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃

材料で造られたものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければ

ならない。

⑷　災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途

に供する応急仮設建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、

適用しない。

⑸　地方公共団体は、条例で、津波による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、その

区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
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〔問題	 17〕	 建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　居室の天井の高さは、室の床面から測り、1 室で天井の高さの異なる部分がある場合にお

いては、その最も低い部分の高さが ２.1 メートル以上となるようにしなければならない。

ロ　倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する ３ 階以上の部分の床面積の合計が 500 平

方メートルであるものは、耐火建築物としなければならない。

ハ　寄宿舎の用途に供する建築物において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合

計が当該居室の床面積の ２0 分の 1以上のものを有しない居室は、その居室を区画する主要構

造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

ニ　高さが ２0 メートルを超える建築物（政令で定めるものを除く。）には、非常用の昇降機を

設けなければならない。

ホ　床面積の合計が ３00 平方メートルの住宅のすべてを旅館の用途に変更する場合、その計画

が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の

確認を受ける必要はない。

⑴　イとロ

⑵　イとホ

⑶　ロとハ

⑷　ハとニ

⑸　ニとホ
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〔問題	 18〕	 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しい

ものはどれか。

⑴　特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために必要があ

ると認める場合においては、建築審査会の同意を得ることなく、壁面線を指定することができ

る。

⑵　用途地域に関する都市計画においては、建築物の敷地面積の最低限度を ３00 平方メートルと

定めることができる。

⑶　建築協定区域内の土地の所有者等（当該建築協定の効力が及ばない者を除く。）は、特定行政

庁の認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その ３ 分の ２ 以上の合意を

もってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

⑷　都市計画において建ぺい率が 10 分の ６とされている近隣商業地域内で、かつ、防火地域内に

ある耐火建築物であって、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にあるものの

建ぺい率の限度は、10 分の 8とする。

⑸　法別表第 ２によれば、第二種中高層住居専用地域では、バッティング練習場を建築すること

ができる。

〔問題	 19〕	 建築基準法（以下この問において「法」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。

⑴　天空率による法第 5６ 条第 1 項第 1 号（道路高さ制限）の規定の緩和規定を適用するにあた

り、建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる

地域、地区又は区域（以下この問において「道路制限勾
こう

配が異なる地域等」という。）にわたる

場合においては、道路制限勾
こう

配が異なる地域等ごとに算定する天空率は、当該建築物と同一の

敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物の道路制限勾
こう

配が異なる地

域等ごとの部分ごとに算定する天空率以上でなければならない。

⑵　高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認めるものについては、法第 5６ 条の ２（日影規制）の規定は、適用しな

い。

⑶　原則として、建築物の敷地は、道路に ２ メートル以上接しなければならない。この「道路」

には、法第 4２ 条第 ２項に規定する道（ ２項道路）は含まれない。

⑷　工業専用地域内における建築物の構造に関する制限で、工業専用地域の指定の目的のため必

要なものは、地方公共団体の条例で定める。

⑸　前面道路の反対側に水面がある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該水

面の反対側の境界線にあるものとみなす。



1６

〔問題	 ２0〕	 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次のイからホまでの記述

のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　法別表第 ２ によれば、工業専用地域において、幼保連携型認定こども園を建築することが

できる。

ロ　法別表第 4（日影規制関係）においては、「平均地盤面からの高さ」とは、「当該建築物の敷

地全体の平均の高さにおける水平面からの高さ」としている。

ハ　特定街区内においては、建築物の地盤面下の部分は、特定街区に関する都市計画において

定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。

ニ　第一種低層住居専用地域内において、当該地域に関する都市計画において建築物の高さの

限度が 10 メートルと定められた場合においては、特定行政庁がその用途によつてやむを得な

いと認めて許可した学校は、当該建築物の高さの限度を超えて建築することができる。この

許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

ホ　特例容積率適用地区内における 500 平方メートルの土地（法第 5２ 条各項の規定による容積

率の限度は 10 分の ３0 であり、この土地について現に特例容積率の限度が公告されていない）

を、特例容積率の限度を 10 分の 15 とした 150 平方メートルの敷地と、特例容積率の限度を

10 分の 40 とした ３50 平方メートルの敷地に分けた場合、これらの敷地の特例容積率の限度

について特定行政庁の指定を受けることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 ２1〕	 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のう

ち、正しいものの組合せはどれか。

イ　マンション建替事業における権利変換計画においては、施行マンションの敷地であった土

地で施行再建マンションの敷地とならない土地がある場合は、その所有権又は借地権の明細、

その帰属及びその処分の方法を定めなければならない。

ロ　マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、審査委員の過半

数の同意を得なければならない。　

ハ　権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額の概算額

は、マンション建替組合の設立認可の公告日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物

に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければな

らない。

ニ　権利変換計画を変更しようとする場合は、総会においてマンション建替組合の組合員の議

決権及び持分割合の各 4分の ３以上の賛成を得なければならない。

ホ　マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る

工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限

を定めて、その明渡しを求めることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとホ

⑶　ロとニ

⑷　ハとニ

⑸　ハとホ

〔問題	 ２２〕	 不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

⑴　不動産の売買による所有権の移転の登記を申請する場合であって、当該不動産の所有権の登

記名義人が死亡している場合には、その相続人が当該登記の申請をすることができる。

⑵　権利に関する登記については、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当

該第三者の承諾があれば、当該登記の抹消の登記を申請することができる。

⑶　所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合で

あっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。

⑷　不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

⑸　敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者については、当該敷地

権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
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〔問題	 ２３〕	 不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

⑴　地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その

変更があった日から 1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなら

ない。

⑵　相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれ

ば、合筆の登記をすることができる。

⑶　分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

⑷　乙区に抵当権の設定の登記のみがある土地について分筆の登記をする場合において、当該抵

当権者が当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅することについて承諾し、承諾したこ

とを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨の

登記がされる。

⑸　何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求

することができる。
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〔問題	 ２4〕	 住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関す

る次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価

方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。

ロ　登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなけ

ればならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修

了していなくても評価員として選任することができる。

ハ　型式住宅部分等製造者の認証の申請をする者は、債務超過の状態にないことその他法に規

定する条件を満たしていると認められれば、認証を必ず受けることができる。

ニ　新築住宅の売買契約においては、請負人が法第 94 条第 1項に規定する瑕疵その他の住宅の

瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第 95 条第 1項に規定す

る瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注

文者又は買主に引き渡した時から ２0 年以内とすることができる。

ホ　特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法

基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法

若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により

特別評価方法認定をすることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとニ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ



２0

〔問題	 ２5〕	 宅地造成等規制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、以下

の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

⑴　宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが ２メートルを超える擁壁の全部又は一部を

除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の 14 日前まで

に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

⑵　都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、

工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

⑶　都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要

な擁壁が設置されておらず、これを放置すると宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい場

合、災害の防止のため必要であり、かつ、土地利用の状況から相当と認められる限度において、

当該宅地の所有者に対して擁壁の設置を命ずることができる。

⑷　都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうと

する土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成

宅地防災区域として指定することができる。

⑸　都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成に関する工事の許可を受けた者又は

その許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

〔問題	 ２6〕	 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務

所等以外の場所において、買受けの申し込みをした者は、その申込みの撤回を行うことができ

る旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げられた日から起算して 5日を経過し

たときは、その申込みを撤回することができない。

⑵　宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の 10 分の ２を超

える額の手附を受領することができない。

⑶　宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の建築に関する工事の完了前においては、いかな

る場合においても当該建物の売買契約を締結してはならない。

⑷　宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、宅地建物

取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならない。

⑸　専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業

務の処理状況を 1ヶ月に 1回以上報告しなければならない。



２1

〔問題	 ２7〕	 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下この問において「法」

という。）に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ　地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第 14 条第 1 項及び第 ２

項の規定のみでは、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十

分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定

建築物を追加することができる。

ロ　建築主等は、床面積の合計が 4,000 平方メートルの倉庫を新築しようとするときは、当該

倉庫を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ハ　特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又は

その利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨の表示を付さなければならない。

ニ　床面積の合計が 1,500 平方メートルで客室の総数が ６0 のホテルを新築しようとするとき

は、条例で定められている場合を除き、車いす使用者が円滑に利用できる客室を設ける必要

はない。

ホ　所管行政庁は、特別特定建築物（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築

物を除く。）が建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反していると認めるときは、当該建

築物の建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。

⑴　イとロ

⑵　イとホ

⑶　ロとハ

⑷　ハとニ

⑸　ニとホ



２２

〔問題	 ２8〕	 土地収用法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取

引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時

までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

⑵　土地を使用する場合において、土地の使用が 1年以上にわたるときは、土地所有者は、その

土地の収用を請求することができる。

⑶　収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時

期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければ

ならない。

⑷　同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土

地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ず

る場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。

⑸　起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理に

おいて、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。



２３

〔問題	 ２9〕	 土壌汚染対策法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含む

ものとする。

イ　土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚

染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実

施を図り、もって国民の生活環境を保全することを目的としている。

ロ　３,000 平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該売買契約を締結する ３0 日

前までに指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しな

ければならない。

ハ　形質変更時要届出区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染に

よる人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措

置を講ずることが必要な区域である。

ニ　都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、その旨を公示

しなければならない。

ホ　都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、一定の場合を除き、要措置区域内の土

地の所有者、管理者又は占有者に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚

染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとホ

⑷　ハとニ

⑸　ニとホ



２4

〔問題	 ３0〕	 文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれ

か。

イ　文化庁長官は、管理が適当でないため重要伝統的建造物群保存地区が滅失し、又はき損す

るおそれがあると認めるときは、市町村に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措

置を命ずることができる。

ロ　重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み

取られたときは、その所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、その事

実を知った日から ３0 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

ハ　重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者

は、当該行為をしようとする日の ３0 日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければなら

ない。

ニ　史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとと

もに、その所有者に通知してする。

ホ　文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団

体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めるこ

とができる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ



２5

〔問題	 ３1〕	 自然環境保全法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において宅地を造成しようとする者は、環境大

臣に対し所定の事項を届け出なければならないこととされており、この届出をした翌日から宅

地の造成に着手することができる。

⑵　自然環境保全地域内に指定された海域特別地区内であっても、環境大臣の許可を得れば、漁

具の設置その他漁業を行うために必要とされる工作物の新築をすることができる。

⑶　自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようと

する者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。

⑷　環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限

地区を指定することができる。

⑸　都道府県が、都道府県自然環境保全地域を指定しようとするときには、環境大臣との協議が

必要である。

〔問題	 ３２〕	 農地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場

合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。

ロ　市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に

供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要が

ある。

ハ　農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、

都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。

ニ　農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡があったときは、その後その農地

について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

ホ　農地の賃貸借の当事者が、10 年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新

しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

⑴　イとハ

⑵　イとニ

⑶　ロとニ

⑷　ロとホ

⑸　ハとホ



２６

〔問題	 ３３〕	 河川法、海岸法及び公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しい

ものの組合せはどれか。

イ　高規格堤防特別区域内の土地において、基礎ぐいの新築をしようとする者は、その新築に

ついて、河川管理者の許可を要しない。

ロ　河川区域内の土地を占用しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する土地

であっても、河川管理者の許可を受けることが必要である。

ハ　河川保全区域内において、工作物の新築又は改築をしようとする者は、政令で定める行為

を除き河川管理者の許可を受けなければならないが、工作物の除却をしようとする者につい

ては河川管理者の許可を要しない。

ニ　海岸保全区域内の土地を占用する許可を受けた者は、海岸管理者に占用料を徴収されるが、

一般公共海岸区域の土地を占用する許可を受けた者は、占用料を徴収されることはない。

ホ　公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立権を譲渡しようとするときは、都道府県知事

又は指定都市の長にその旨届け出なければならない。

⑴　イとハ

⑵　イとホ

⑶　ロとハ

⑷　ロとニ

⑸　ニとホ

	

〔問題	 ３4〕	 国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び運用のことである。

⑵　地上権、地役権及び抵当権は、国有財産に含まれる。

⑶　行政財産は、各省各庁の長が管理しなければならないが、普通財産については、全て財務大

臣が管理し、又は処分しなければならない。

⑷　普通財産の交換について、それぞれの価額が等しくない場合であっても、その差額を金銭で

補足すれば、全て交換することができる。

⑸　普通財産を売り払う場合、その売払代金は当該財産の引渡前に納付させなければならず、い

かなる場合も分割での支払を認めることはできない。



２7

〔問題	 ３5〕	 所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　居住者が限定承認に係る相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算

については、その者がその資産を相続した時における価額に相当する金額により取得したも

のとみなす。

ロ　居住者が、譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の ２ 分の 1 に満たない金額

で個人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、そ

の譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなす。

ハ　等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産

を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、居住者がその固定資産をその交

換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

ニ　不動産売買業を営む居住者が、火災により、主として自らの保養の用に供する目的で所有

している別荘について受けた損失の金額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものに

より補塡される部分の金額を除く。）は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその

翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

ホ　同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡

をした場合における譲渡所得の特別控除額は、それぞれの譲渡につき 50 万円ずつ適用し、合

わせて最高 100 万円となる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ



２8

〔問題	 ３6〕	 法人税法第 50 条では、交換により取得した資産について、その交換により譲渡した

資産との間に生じた差益相当額の範囲内での圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関す

る次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　自社所有の事務所用土地と、相手方所有の事務所用建物とを交換した場合、他の条件を満

たせば、この制度を適用できる。

ロ　この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により

減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められ

ている。

ハ　取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。

ニ　この制度の対象となる資産には、土地、建物のほか、建物や構築物の所有を目的とする地

上権及び賃借権が含まれる。

ホ　譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交

換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場

合のその超える部分の金額となる。

⑴　イとロ

⑵　イとハ

⑶　ロとニ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ



２9

〔問題	 ３7〕	 平成 ２9 年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイ

からホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ　不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合

において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

の適用を受けることができない。

ロ　平成 ２9 年 1 月 1 日における所有期間が 10 年を超える居住用財産を譲渡した場合において、

居住用財産を譲渡した場合の ３,000 万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産

を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。

ハ　同一年中に、Ａ土地の譲渡について収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除を、Ｂ土地の

譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の ２,000 万円特別控除

を適用できる場合には、Ａ土地の譲渡益については最高 5,000 万円、Ｂ土地の譲渡益につい

ては最高 ２,000 万円を控除し、合わせて最高 7,000 万円を控除することができる。

ニ　平成 ２7 年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けて

いる場合には、居住用財産を譲渡した場合の ３,000 万円特別控除の適用を受けることができ

る。

ホ　その譲渡が、平成 ２9 年 1 月 1 日における所有期間が 5年を超える土地の譲渡である場合に

おいて、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ときは、その譲

渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ
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〔問題	 ３8〕	 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⑴　固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課

税台帳に所有者として登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録さ

れている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録され

ていなければ固定資産税を課することはできない。

⑵　課税明細書は、遅くとも納期限の翌日から起算して 10 日以内までに納税者に交付しなければ

ならない。

⑶　市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う価格の決定を補助

するため、全ての市町村は、固定資産評価員を必ず設置しなければならない。

⑷　土地の価格は、原則として基準年度の価格を ３ 年間据え置くことから、市町村長は ３ 年に 1

度の基準年度において、土地価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。

⑸　市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合

においては、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければ

ならない。

〔問題	 ３9〕	 贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

⑴　贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内（相続税法の施

行地をいう。）に所在するものに限られる。

⑵　贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の 1月 1日において婚姻期間が ２0 年

以上であることを要する。

⑶　過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産につい

て再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

⑷　一度相続時精算課税制度の選択をした者は、その選択を撤回することができない。

⑸　父からの贈与について既に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与

について相続時精算課税制度を選択する場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出し

なければならない。
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〔問題	 40〕	 資産の流動化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組

合せはどれか。

イ　特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべて

の優先出資社員の承認を受けなければならない。

ロ　「特定目的信託」とは、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時にお

いて委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的と

するものをいう。

ハ　特定目的会社が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人は、その日か

ら ３0 日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

ニ　特定目的会社は、資産流動化計画に記載又は記録された事項のうち、特定資産の取得の時

期に関する事項の変更があったときは、内閣総理大臣に必ず届け出なければならない。

ホ　「資産対応証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券

であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。

⑴　イとロ

⑵　イとニ

⑶　ロとハ

⑷　ハとホ

⑸　ニとホ




