
「2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集」 

をご利用の皆様へ 訂正情報のご案内 

 

この度は、『2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集』をご利用いた

だき、誠にありがとうございます。 

 

皆様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、当該書籍の記載に誤りが

ございました。お手数をおかけいたしますが、下表のとおり、訂正の上、ご利用いた

だきますよう、お願い申し上げます。 

 

【2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集 ①法令編上】 

 訂正前 訂正後 

P25 

解説肢 3 

1～2行目 

民法上、賃貸借の存続期間は、60 年

を超えることができず、契約でこれ

より長い期間を定めたときであって

も、その期間は、60 年とする〈民 604

条〉。 

民法上、賃貸借の存続期間は、50 年

を超えることができず、契約でこれ

より長い期間を定めたときであって

も、その期間は、50 年とする〈民 604

条〉。 

P90 

問題肢 2 

1 行目 

Ａが宅地建物取引業者でなく契約不

適合の存在を知りながらＢに告げな

かった場合、 

Ａが宅地建物取引業者でなく契約不

適合についてＢに告げなかった場

合、 

P96 

問題肢１ 

1 行目 

ＡからＢに店舗である 101 号室が引

き渡された 1年後に、内壁の塗装に

瑕疵が発見された場合、Ｂは、Ａに

対し、損害賠償請求をすることはで

きない。 

ＡからＢに店舗である 101 号室が引

き渡された 1年後に、内壁の塗装に

欠陥が発見された場合、Ｂは、Ａに

対し、損害賠償請求をすることはで

きない。 

P96 

問題肢 4 

1～2行目 

ＡからＢに住宅である 101 号室が引

き渡された 1年後に、建物の浴槽に

瑕疵が発見された場合、ＢがＡに対

し損害賠償請求を行うには、瑕疵の

発見から 1年以内に裁判上の権利行

使をしなければならない。 

ＡからＢに住宅である 101 号室が引

き渡された 1年後に、建物の浴槽に

欠陥が発見された場合、ＢがＡに対

し損害賠償請求を行うには、欠陥の

発見から 1年以内に裁判上の権利行

使をしなければならない。 



 

P97 

解説柱書 

売買の目的物である新築住宅の構造

耐力上主要な部分等に瑕疵がある場

合、品確法上の瑕疵担保責任を追及

することができる。その他の場合に

は、品確法上の瑕疵担保責任を追及

することはできず、民法上の瑕疵担

保責任を追及することになる。 

売買の目的物である新築住宅の構造

耐力上主要な部分等に瑕疵がある場

合、品確法上の瑕疵担保責任を追及

することができる。その他の場合に

は、品確法上の瑕疵担保責任を追及

することはできず、民法上の契約不

適合責任を追及することになる。 

P97 

解説肢 1 

瑕疵担保による損害賠償請求権に

は、消滅時効の規定の適用があり、

この消滅時効は、買主が売買の目的

物の引渡しを受けた時から進行する

〈最判平成 13.11.27〉。本肢の場合、

101 号室がＢに引き渡されてから 1

年後であり、10年を経過していない

ことから、瑕疵担保による損害賠償

請求権は消滅時効にかかっていな

い。したがって、Ｂは、Ａに対し、

損害賠償請求をすることができる。

契約不適合責任による損害賠償請求

権には、消滅時効の規定の適用があ

り、この消滅時効は、買主が売買の

目的物の引渡しを受けた時から進行

する〈最判平成 13.11.27〉。本肢の

場合、101 号室がＢに引き渡されて

から 1年後であり、10 年を経過して

いないことから、損害賠償請求権は

消滅時効にかかっていない。したが

って、Ｂは、Ａに対し、損害賠償請

求をすることができる。 

P97 

解説肢 2 

101 号室は新築住宅であり、構造耐

力上主要な部分としての柱に隠れた

瑕疵があるので、Ｂは、品確法上の

瑕疵担保責任を追及することができ

る。品確法上の瑕疵担保責任として、

買主は、原則として、売主に対して、

瑕疵の修補を請求することができる

が、瑕疵が重要でなく、その修補に

過分の費用を要するときは、これを

請求することはできない〈品 95条 1

項、民 634 条 1 項〉。したがって、Ｂ

は、Ａに対し、柱の瑕疵を修補する

よう請求することはできない。 

101 号室は新築住宅であり、構造耐

力上主要な部分としての柱に隠れた

瑕疵があるので、Ｂは、品確法上の

瑕疵担保責任を追及することができ

る。品確法上の瑕疵担保責任として、

買主は、原則として、売主に対して、

瑕疵の修補を請求することができる

〈品 95 条 1 項、民 562 条〉が、瑕疵

が重要でなく、その修補に過分の費

用を要するときは、社会通念に照ら

して修補は不能であり、これを請求

することはできない〈民 412 条の 2

第 1項〉。したがって、Ｂは、Ａに対

し、柱の瑕疵を修補するよう請求す

ることはできない。 



P97 

解説肢 3 

101 号室は新築住宅であり、構造耐

力上主要な部分としての柱に隠れた

瑕疵があるので、Ｂは、品確法上の

瑕疵担保責任を追及することができ

る。品確法上の瑕疵担保責任として、

買主は、売主に対し、瑕疵の修補に

代えて、又はその修補とともに、損

害賠償の請求をすることができる

〈品 95 条 1 項、民 634 条 2 項〉。し

たがって、Ｂは、柱の修補完了後も

損害が残存していたときは、Ａに対

して、損害賠償請求をすることがで

きる。 

101 号室は新築住宅であり、構造耐

力上主要な部分としての柱に隠れた

瑕疵があるので、Ｂは、品確法上の

瑕疵担保責任を追及することができ

る。品確法上の瑕疵担保責任として、

買主は、売主に対し、瑕疵の修補に

代えて、又はその修補とともに、損

害賠償の請求をすることができる

〈品 95 条 1 項、民 415 条 1 項〉。し

たがって、Ｂは、柱の修補完了後も

損害が残存していたときは、Ａに対

して、損害賠償請求をすることがで

きる。 

P97 

解説肢 4 

売主が品確法95条1項に規定する瑕

疵がある目的物を買主に引き渡した

場合において、買主がその瑕疵を知

った時から 1年以内にその旨を売主

に通知しないときは、買主は、その

瑕疵を理由として、履行の追完の請

求、代金の減額の請求、損害賠償の

請求及び契約の解除をすることがで

きない〈品 95条 3項、民 566 条〉。

したがって、ＢがＡに対し損害賠償

請求を行うのに、瑕疵の発見から 1

年以内に裁判上の権利行使をする必

要はない。 

売主が種類又は品質に関して契約の

内容に適合しない目的物を買主に引

き渡した場合において、買主がその

不適合を知った時から 1年以内にそ

の旨を売主に通知しないときは、買

主は、その不適合を理由として、履

行の追完の請求、代金の減額の請求、

損害賠償の請求及び契約の解除をす

ることができない〈民 566 条〉。 

したがって、ＢがＡに対し損害賠償

請求を行うのに、欠陥の発見から 1

年以内に裁判上の権利行使をする必

要はない。 

 



【2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集 ②法令編下】 

 訂正前 訂正後 

P51 

解説肢 1 

2 行目 

〈標規（単）コ 35条関係③〉。 〈標規（単）39 条〉 

P51 

解説肢 2 

2 行目 

〈標規（単）コ 35条関係③〉。 〈標規（単）コ 36条 3項〉。 

P51 

解説肢 3 

1 行目 

〈標規（単）コ 35条関係③〉。 〈標規（単）36 条 2 項〉。 

P51 

解説肢 4 

3 行目 

〈標規（単）コ 35条関係③〉。 〈標規（単）コ 36条関係④〉。 

 

【2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集 ③管理実務・会計・設備系編】 

 訂正前 訂正後 

P214 

問題肢 2 

防火地域内にある階数が 2で延べ面

積が 500 ㎡の共同住宅は、耐火建築

物としなければならない。 

防火地域内にある階数が 2で延べ面

積が 500 ㎡の共同住宅は、耐火建築

物に相当する技術的基準又はこの技

術的基準による建築物と同等以上の

延焼防止性能を確保するために必要

となる技術的基準に適合させなけれ

ばならない。 

P215 

解説肢 2 

防火地域内においては、階数が 3以

上であり、又は延べ面積が 100 ㎡を

超える建築物は、原則として、耐火

建築物としなければならない〈建基

61 条本文〉。本肢の共同住宅は、防

火地域内にあり、また、その延べ面

積は 500 ㎡であるから、「延べ面積が

100 ㎡を超える建築物」にあたる。

したがって、本肢の共同住宅は、耐

防火地域内にある建築物で階数が 3

以上のもの若しくは延べ面積が 100

㎡を超えるもの又は準防火地域内に

ある建築物で地階を除く階数が 4以

上のもの若しくは延べ面積が 1500

㎡を超えるものは、耐火建築物に相

当する技術的基準又はこの技術的基

準による建築物と同等以上の延焼防

止性能を確保するために必要となる



火建築物としなければならない。 技術的基準に適合させなければなら

ない〈建基 61 条、建基令 136 条の 2

第 1号〉。本肢の共同住宅は、防火地

域内にあり、また、その延べ面積は

500 ㎡であるから、「延べ面積が 100

㎡を超える建築物」にあたる。した

がって、本肢の共同住宅は、上記技

術的基準に適合させなければならな

い。 

P236 

問題肢 2 

3 行目 

技術的基準に適合させなければなら

ない。 

技術的基準に適合させる必要はな

い。 

 

【2020 年度 出る順 マンション管理士 分野別過去問題集プラス２】 

 訂正前 訂正後 

P79 

解説 

最下部 

正解１  （正解率 45％） 

１ 45％ 

２ 7％ 

３ 22% 

４ 25% 

難易度 難 

正解３  （正解率 70％） 

１ 7％ 

２ 18％ 

３ 70% 

４ 3% 

難易度 易 

 

また、万が一、その他の訂正が生じた場合は、ＬＥＣマンション管理士・管理業務

主任者ホームページ（アドレス http://www.lec-jp.com/mankan/）にて訂正情報を掲

載いたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

令和 2年 10 月 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 

マンション管理士・管理業務主任者事業本部 

 


