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宅地建物取引業の
意味

テーマ 重要度

第１　「宅地」「建物」「取引」「業」とは Ｂ

第２　「宅地」とは Ｂ

第３　「建物」とは Ｂ

第４　「取引」とは Ａ

第５　「業」とは Ｂ

第６　例外 Ｂ

第１章
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第１　「宅地」「建物」「取引」「業」
とは
宅地建物取引業（宅建業）を営むためには、原則
として、免許を受ける必要があります（３条１
項）。
「宅地建物取引業」とは、宅地または建物の取引
を業として行うことをいいます（２条２号）。「宅
地」「建物」の「取引」はするが「業」ではない、
という場合は免許はいりません。「宅地」「建物」
の「取引」ではないことを「業」として行う場合も
免許はいりません。「取引」を「業」として行う
が、扱うものが「宅地」「建物」ではない場合も免
許はいりません。免許の要否を判断できるようにす
るために、それぞれの言葉の意味を具体的に見てい
きましょう。

第２　「宅地」とは
宅地といえば「一戸建ての敷地」が思い浮かびま
すが、宅建業法上の「宅地」は少し違います。具体
的には次の３つです（２条１号）。

１　現在建物が建っている土地
現に建物が建っている土地であれば、建物の種類
やその場所は問わず、すべて「宅地」に該当しま
す。

２　建物を建てる目的で取引する土地
現在は建物が建っていなくても、将来建物を建て
る目的で取引される土地であれば、登記簿上の地目
が何であっても「宅地」に該当します。たとえば、
山林であっても、建物を建てる目的で取引されるの
であれば、「宅地」にあたります。

CHECK

「宅地」または「建
物 」 の 「 取 引 」 を
「業」として行う場合
には、原則として宅建
業の免許を受ける必要
があります。
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３　用途地域内の土地

［用途地域内の土地］

広場
公園

道路・河川・水路

住居系
地域

商業系
地域

工業系
地域

市街化調整区域

市　街　化　区　域

用途地域内の土地=宅地
※現在、道路・公園・下線・広場・水路であるものは、宅地にあたらない

用途地域内の土地は、建物が建っていなくても、
また、建物を建てる目的がなくても、原則として
「宅地」に該当します（２条１号）。駐車場用地で
も、資材置場でも、園芸用地でも宅地です。
用途地域とは、都市計画法で土地の用途が定めら
れた地域のことです。たとえば、人が住むのに適当
な場所なので第一種低層住居専用地域、人がたくさ
ん集まるので商業地域、道路に近いので輸送に便利
だから工業地域、というように定められます。都市
計画区域の中の市街化区域には必ず用途地域が定め
られる一方で、都市計画区域および準都市計画区域
以外の区域には用途地域を定めることはできませ
ん。
ただし、用途地域内の土地でも、現在、道路・公
園・河川や公共施設（広場・水路）であるものは
「宅地」ではありません（施行令１条）。これらの
土地に将来建物が建つとは考えにくいからです。
もっとも、将来道路等になる予定があるという計画
段階であれば、やはり宅地です。
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第３　「建物」とは
建物といえば、柱と壁で囲まれた上に屋根がある
ものが思い浮かびますが、宅建試験においてもその
イメージで十分です。ただし、住宅のみならず、事
務所や倉庫も建物だということと、マンションの一
室も一軒の建物だということに注意しましょう。

第４　「取引」とは
宅建業法でいう「取引」とは、以下のものです。

１　自ら売買・交換
「自ら売買」「自ら交換」とは、自己所有の宅地
や建物を販売したり、交換したりすることです。
宅地・建物の所有者が、他人の代理・媒介により
売却する場合、所有者は自ら売買をしていることに
なります。
これに対し、自己所有の宅地や建物を貸す「自ら
貸借」は、「取引」にあたらず、免許は不要です。

［自ら貸借］

自社ビルを「賃貸」

借主

Ｘ Ｙ

貸主

A

「取引」にはあたらない！

また、賃借した宅地や建物を転貸（また貸し）す
ることも「自ら貸借」であり、免許は不要です。

２　売買・交換・貸借の代理
代理とは、依頼者の代理人として契約を締結する
ことです。

３　売買・交換・貸借の媒介
媒介とは、いわゆる「仲介」や「あっせん」のこ

CHECK

共有会員制のリゾー
トクラブ会員権（宿泊
施設等のリゾート施設
の全部または一部の所
有権を会員が共有する
もの）の売買は建物の
売買と同視できます。

CHECK

組合方式による住宅
の建築という名目で、
組合員以外の者が、業
として、住宅の取得者
となるべき組合員を募
集し、当該組合員によ
る宅地の購入および住
宅の建築に関して指
導、助言等を行うこと
については、組合員に
よる宅地または建物の
取得が当該宅地または
建物の売買として行わ
れ、かつ、当該売買に
ついて当該組合員以外
の者が関与する場合に
は、通常、当該宅地ま
たは建物の売買または
その媒介に該当する者
と認められ、宅建業法
が適用されることにな
ります。




第１章　宅地建物取引業の意味

5

とです。代理との違いは、宅地建物取引業者（宅建
業者）は当事者を引き合わせるだけで、契約を代
わって結ぶ権限まではない点です。

第５　「業」とは
「宅地」または「建物」の「取引」を行う場合で
も、「業」として行うのでなければ、宅建業の免許
を受ける必要はありません。
「業」とは、①不特定かつ多数人に対して、②反
復継続して、取引を行うことです。
不特定かつ多数人とは、特定されていない多数の
人という意味です。たとえば、ある会社が自社の従
業員に限定して宅地を販売する場合は、「特定」の
人を対象としているので、業にはあたりません。

［業にあたるかどうか］

事例 業にあたるかどうか

会社が自社の従業員に限定
して売却

あたらない（「特定」され
ている）

国その他宅建業法の適用が
ない者に対して反復継続し
て売却

あたる（「特定」とはいえ
ない）

多数の知人または友人に対
して売却

あたる（「特定」とはいえ
ない）

多数の公益法人に対して売
却

あたる（「特定」とはいえ
ない）

反復継続とは、何度も繰り返してずっと続ける、
という意味です。「分譲」は原則として業にあたり
ますが、「一括して売却」は反復継続していないた
め業にあたりません。
ところが、同じ一括でも、売主が「一括して売却
の代理を依頼」し、依頼を受けた者が業として販売
する場合、その効果は依頼者に帰属します（民法99
条１項）。つまり、依頼者自身が自ら業として販売

CHECK

破産管財人が、破産
財団の換価のため、自
ら売主となって宅地・
建物の取引を反復継続
して行うことは、破産
法に基づく行為として
裁判所の監督の下に行
われるものであるた
め、「業」には該当せ
ず免許は不要です（解
釈・運用の考え方）。
しかし、その代理・
媒介を業として行う者
は、免許を必要としま
す。
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することになり、依頼を受けた者だけでなく、依頼
者も免許を受ける必要があるのです。

［免許の要否］

代理して
マンションを分譲

一括して売却の
代理を依頼

買主Ｘ Ｙ

売主A

免許必要

免許必要

代理人 Ｂ
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Point 宅地建物取引業の意味

□ ①�「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行お
うとする場合、原則として、宅建業の免許を受ける必要
があります。

宅地

登記は関係なく現況が基準となる。
①現在建物が建っている土地
②建物を建てる目的で取引する土地
③用途地域内の土地（ただし、現在、道路・公
園・河川・広場・水路であるものは除く）

建物 事務所や倉庫、建物の一部も含まれる。

取引

自ら 売買 交換 ×

代理して 売買 交換 貸借

媒介して 売買 交換 貸借

業
①「不特定かつ多数人」に対して、
②「反復継続して」取引を行うこと。

②�「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行う
のであれば、宅建業者が代理・媒介として関与する場合
であっても、免許を受けなければなりません。
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第６　例外
無免許営業は禁止されており、違反した場合は、
宅建業法上、最も重い罰則が科せられます（12条１
項、79条２号）。ところが、例外的に免許を受けず
に宅建業を営むことができる者もいます。

１　信託会社・信託銀行
一定の信託会社には、免許に関する規定は適用さ
れません（77条１項）。また、信託業務を兼営する
金融機関（信託銀行など）は、一定の業務に限る旨
の条件のついた、国土交通大臣の免許を受けた宅建
業者とみなされます（77条４項、施行令８条、９
条）。ただし、一定事項を国土交通大臣に届け出る
必要があります（77条３項、施行令９条３項）。
信託会社や信託銀行は、宅建業法のうち、免許に
関する規定だけが適用されず、他の規定（保証金の
供託や専任の取引士の設置、業務に関する規制、免
許取消処分以外の監督処分）は適用されます。

２　国・地方公共団体
国および地方公共団体には、宅建業法の規定は一
切適用されないため（78条１項）、免許も必要あり
ません。なお、都市再生機構は国とみなされ、地方
住宅供給公社は地方公共団体とみなされます。

Point 免許不要の例外

□ 一定の信託会社・信託銀行（免許を取得しな
くても、国土交通大臣に届け出れば、宅地建
物取引業を営むことができます。ただし、免
許以外の宅建業法の規定は適用されます）

□ 国・地方公共団体など（宅建業法の規定は適
用されません）

CHECK

無免許営業を行った
場合、3年以下の懲
役・300万円以下の罰
金または両者を併科さ
れることがあります。

CHECK

宅建業の免許を受け
ていない者は、宅建業
を営む旨の表示をして
はなりません。また、
宅建業を営む目的を
もって広告をすること
も禁じられます。

CHECK

宅建業者は、自己の
名義をもって、他人に
宅建業を営ませてはい
けません。また、宅建
業者は、自己の名義を
もって、他人に宅建業
を営む旨の表示をさせ
たり、宅建業を営む目
的で広告をさせたりす
ることも禁じられま
す。

CHECK

信託会社や信託銀行
が宅建業を営む旨の届
出をせず、または虚偽
の届出をした場合、罰
則として、50万円以
下の罰金に処せられる
ことがあります。




第１章　宅地建物取引業の意味

9

Question１	 □□□

個人Ａが、その所有する農地を区画割りして宅地に
転用したうえで、一括して宅建業者Ｂに媒介を依頼
して、不特定多数の者に対して売却する場合、Ａは
免許を必要としない。（平成16年度問題30肢１）

×　宅建業者に媒介を依頼した依頼主も、免許が必
要になります。

Question２	 □□□

個人Ａが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マ
ンションを建設し、借主の募集及び契約を株式会社
Ｂに、当該マンションの管理業務をＣに委託する場
合、Ｂは免許を受ける必要があるが、ＡとＣは免許
を受ける必要はない。（平成19年度問題32肢２）

〇　Ａは「自ら貸主となる」ことから「自ら貸借」
にあたりますので、免許を受ける必要はありませ
ん。ＢはＡから「借主の募集及び契約を」委託さ
れており「貸借の代理又は媒介を行う場合」にあ
たりますので、免許を受ける必要があります。Ｃ
は「当該マンションの管理業務を」委託されてい
るだけですので、免許を受ける必要はありませ
ん。


