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宅建業法一部改正に伴うお知らせ宅建業法一部改正に伴うお知らせ
　宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、「宅地建物取引主任
者」という名称を「宅地建物取引士」に変更し、宅地建物取引士の業務処理の
原則等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年6月
25日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
　改正に伴う変更のポイントは、下記のとおりです。

平成２７年４月１日以降　変更のポイント

１．「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わります。  

２．「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」に変わります。
　　○「宅地建物取引士」とは、「宅地建物取引士証」の交付を受けた者をいいます。

　　○平成27年4月以降も、お持ちの「宅地建物取引主任者証」は、「宅地建物取

引士証」とみなされ有効です！

　　★それでも「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」へ切り替えを希望さ
れる方は、平成27年4月以降の決められた申請期間に、再交付申請を行って

ください（再交付手数料 ４，５００円が必要となります）。

３．法定講習の内容が変わります。 
　　○講習時間が「おおむね５時間」から「おおむね６時間」に変わります。

　　○講習受講料が、１１, ０００円から１２, ０００円に変わります。

４．暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者は、
宅地建物取引士の登録ができません。

【問合せ先】  大阪府住宅まちづくり部 建築振興課 宅建業免許グループ　
　　　　　  TEL：06-6941-0351 （内線） 3077 / 3078　FAX：06-6210-9731
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宅地建物取引士証への切替交付についての留意点

◆「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改める、宅地建物取引業法
の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布されました。

◆お持ちの「宅地建物取引主任者証」は改正法が施行される平成２７年４月１日以降

も有効ですが、「宅地建物取引士証」に切り替えを希望される方は、下記の点に
ついて、ご留意していただきますようお願いします。

１．「宅地建物取引士証」へ切り替えるためには、 再交付申請が必要です。

　◇ お持ちの「宅地建物取引主任者証」は平成27年４月1日以降も、「宅地建物取引士証」と
みなされ有効です！

　◇ それでも「宅地建物取引士証」へ切り替えを希望される方に対応するため、切替交付が
再交付申請の理由の一つに位置づけられました。

２．「宅地建物取引士証」への切り替えには、 ４，５００円の再交付手数料が必要です。

　◇ 切り替えた「宅地建物取引士証」の有効期限は、「主任者証」の有効期限と同じです。

３．「宅地建物取引士証」への切り替えには、 申請期間の調整を行います。

　◇ 大阪府では、「宅地建物取引士証」への切り替えに係る事務負担の平準化を図るため、
下記の通り、「主任者証」の有効期限に応じて、４つの再交付申請期間を定めます。

期間
切り替えの再交付申請が
できる主任者証有効期限

切り替えの
再交付申請期間

①
平成２７年１０月 １ 日 から
平成２８年 ９ 月３０日 まで

平成２７年 ４ 月 １ 日 から
平成２７年 ９ 月３０日 まで

②
平成２８年１０月 １ 日 から
平成２９年 ９ 月３０日 まで

平成２７年１０月 １ 日 から
平成２８年 ３ 月３１日 まで

③
平成２９年１０月 １ 日 から
平成３０年 ９ 月３０日 まで

平成２８年 ４ 月 １ 日 から
平成２８年 ９ 月３０日 まで

④
平成３０年１０月 １ 日 から
平成３２年 ３ 月３１日 まで

平成２８年１０月 １ 日 から
平成２９年 ３ 月３１日 まで

　　　　【例】 有効期限が平成29年３月1日までの「主任者証」をお持ちで切り替えを希望される方は
　　　　　 　期間②に該当し、「平成27年10月1日から平成28年３月31日まで」の間に、再交付申請
　　　　　　 を行います。

　◇ 再交付申請先　（一財）大阪府宅地建物取引主任者センター
　　　　　　　　　 〒541-0057  大阪市中央区北久宝寺町2-5-9  飛栄創建ビル３階
　　　　　　　　    TEL：06-6944-0281　ホームページアドレス：http://www.otc.or.jp/
　　　　　　　　    受付時間：午前9時～午後5時（土･日曜日及び祝日等の休日を除く。）

【問合せ先】　大阪府住宅まちづくり部建築振興課 宅建業免許グループ
　　　　　　TEL：06-6941-0351（内線3077・3078）
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【研修テーマ】
○不動産取引に関わる税制について	 	
○建物賃貸借契約の法律知識について
【参加申込等】
「出欠票」を所属支部へFAXしてください。詳細等は
所属支部又は当協会HP（http://www.osaka-takken.or.jp/）
にてご確認ください。
※所属支部の開催日に参加できない場合は、他の研

修会場へも収容人員に余裕があれば参加いただけ
ます。 

《注意事項》
・全日程13時10分から開始し、終了予定は16時

15分です。

・「入室」「退室」のチェック等、カードリーダーで受
付の処理をいたしますので、会員証カードをお持
ちください。

・受付は会場により異なりますが、原則講習開始時
刻の30分前より開始いたします。

・各会場とも駐車台数に限りがありますので、でき
るだけ電車等の公共交通機関をご利用下さいます
ようお願いいたします。

・遅刻や途中退室は原則欠席扱いとなります。
　また、やむを得ない事由で遅刻される場合（交通

機関の遅れ等）は、到着後、支部担当者までその
旨お申し出ください。

開催日 曜日 会場 会場住所 最寄駅 参加対象支部

2月2日 月 東大阪市立市民会館 東大阪市永和2-1-1 近鉄奈良線・JRおおさか東線
「河内永和」下車すぐ 東大阪八尾

2月3日 火 阿倍野区民センター 阿倍野区阿倍野筋4-19-118 地下鉄谷町線「阿倍野」徒歩2分
阪堺上町線「阿倍野」徒歩2分 なにわ阪南

2月4日 水 東淀川区民ホール 東淀川区豊新2-1-4
東淀川区役所3階

阪急京都線「淡路」徒歩15分
「上新庄」徒歩15分 新大阪

2月5日 木 浪切ホール 岸和田市港緑町１- １ 南海本線「岸和田」徒歩15分 泉州

2月6日 金 アクア文化ホール 豊中市曽根東町3-7-1 阪急宝塚線「曽根」徒歩15分 北摂

2月9日 月 門真市民文化会館
ルミエールホール 門真市末広町29-1 京阪本線「古川橋」徒歩5分 京阪河内

2月12日 木 太閤園
ダイヤモンドホール 都島区網島町9-10 JR東西線「大阪城北詰」徒歩1分

京阪「京橋」徒歩7分 なにわ京阪

2月16日 月 茨木市民会館
大ホール 茨木市駅前4-7-50 阪急京都線「茨木市」徒歩10分

JR東海道線「茨木」徒歩10分 北大阪

2月17日 火 たかつガーデン 天王寺区東高津町7-11 近鉄「上本町」徒歩3分
地下鉄谷町線「谷町九丁目」徒歩7分 なにわ東

2月19日 木 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町183-5 地下鉄御堂筋線「なかもず」徒歩4分
南海高野線「中百舌鳥」徒歩4分 堺市

2月20日 金 ホテルエルセラーン大阪
5階　エルセラーンホール 大阪市北区堂島1-5-25 JR東西線「北新地」より徒歩5分

地下鉄四つ橋線「西梅田」より徒歩5分 北

2月26日 木 大阪国際会議場
10階　1009会議室 大阪市北区中之島5-3-51 京阪中之島線「中之島」すぐ

JR・阪神「福島」徒歩10分 北

3月5日 木 ホテル大阪ベイタワー 港区弁天1-2-1 JR環状線「弁天町」直結
地下鉄中央線「弁天町」直結 西

3月9日 月 住吉区民センター
大ホール 住吉区南住吉3-15-56 南海高野線「沢ノ町」徒歩5分

JR阪和線「我孫子町」徒歩10分 なにわ南

3月12日 木 中央区民センター 中央区久太郎町1-2-27 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」
徒歩5分 中央

3月13日 金 中央区民センター 中央区久太郎町1-2-27 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」
徒歩5分 中央

3月19日 木 すばるホール 富田林市桜ケ丘町2-8 近鉄長野線「川西」徒歩8分 南大阪

平成26年度　第3回不動産業務研修会開催について平成26年度　第3回不動産業務研修会開催について平成26年度　第3回不動産業務研修会開催について

※午後1時〜3時、対象は会員の方のみ。
　事前に電話予約（☎06-6943-0621）をお願いします。

1月22日（木）上原洋允先生

1月29日（木）磯野英徳先生

2月　5日（木）大上政義先生

2月12日（木）高木伸夫先生

2月19日（木）上原洋允先生
なるほど！

顧問弁護士による無料相談

⇩
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　一般財団法人 大阪府宅地建物取引主任者センターでは、宅地建物取引主任者から広く消費者の方々を対
象に、今年度から従来の「不動産関連法令等説明会」を充実すべく「講演会」に改称の上開催されています。
　今回は第５回目として、「重要事項説明の実務上の留意点」をテーマに下記のとおり開催されますので、奮
ってご参加ください。

重要事項説明の実務上の留意点

◆ 受 講 料　無　料
◆ 定　　員　２00名（申込先着順）
◆ 申 込 先　一般財団法人 大阪府宅地建物取引主任者センター
　　　　　　 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町2－5－9　飛栄創建ビル3階
　　　　　　 TEL 06－6944－0281　　FAX 06－6944－0267
◆ 申込方法　下記の受講申込書に必要事項を記入の上、郵送又はFAXでお申込みください。
　　　　  　 ＊郵送又はFAXでの受信をもって受付とし、受講票は送付されませんので、当日会場に直接

お越しください。
　　 　　　　　ただし、定員に達している場合は連絡があります。
　　　　　　　 当日、受付にて、出席の方のお名前を確認いたします。

切り取り線

第５回　講演会　受講申込書　(2/23開催)
（氏

ふりがな

名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主任者登録番号）　　第　　　　　　　号

（住所）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

（勤務先名）

（所在地）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

※ご記入いただいた申込書の内容は当センターが保管し、申込状況等の統計データ及び今後の開催案内に
利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

第5回　講演会第5回　講演会

　リアルパートナーは１・２月の合併号となり、「TOMORROW osaka ２月号」

に同封いたしますので、ご了承ください。

お 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せ

　リアルパートナーは１・２月の合併号となり、「TOMORROW osaka ２月号」

日　時：平成27年２月23日（月）　午後1時30分〜午後3時30分
会　場：ヴィアーレ大阪　2階 安土の間
　　　　大阪市中央区安土町3－1－3 ︵http://www.viale-osaka.com/︶
　　　　地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」1号出口から徒歩約3分
　　　　地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」17号出口から徒歩約5分

講　師：不動産鑑定士　西　川　和　孝　氏

※講演会場で、「宅地建物取引業法関係法令集」(税込3,000円)と
　「講演録」（税込500円）を販売いたします。
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