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豊見城市市長
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日時：平成2
日時：平成23年2月4日（金）
場所：豊見城市役所市長室
場所：豊見城
同席者：赤嶺剛副本部長 竹越康太郎広報委員長
同席者：赤嶺

豊見城市は、東洋経済新報社による全国

物流の拠点に必要な倉庫の需要が高まっており将

都市成長力ランキングで平成18年度に続き昨年再

来的には那覇空港のハブ空港化に対応する流通業務

び全国一となりましたがその要因をお聞かせ下さ

地区についても現在行政サイドで市街化調整区域に

い。

おいて検討が進められています。

迫本部長

中心市街地活性化策として上田交差点周辺で民間
宜保市長

平成14年の市制施行以来、企業誘致、

雇用拡大を積極的に行ったことで豊見城市に活力が
出てきており、それが数値で裏付けられた結果と受
け止めております。県都那覇市に隣接しているこ

を活用した再開発事業と併せて、中心市街地を豊見
城市の顔として市役所の移転を推進します。
中心市街地代替整備事業の早期認可取得は急務と
なっております。

と、那覇空港との接近性等立地の良さもあります

東部地区活性化対策として市街化調整区域に民間

が、行政上の基本的な考え方として、発展途上地域

を活用した地区計画を立て公的施設や観光施設など

であるという認識が大きいと思います。

を誘致し、健康づくりや憩える場所づくりのための
多目的公園を整備します。

市長が揚げておられる7つの基本政策の

以上述べてきました諸施策は自治会コミュニティ

内の一つ「均衡のとれた街づくりの推進」について

の活性化策と相俟って市財政の健全性の観点からも

お聞かせください。

「安心・安全、協働、そして均衡のとれた街づく

迫本部長

り」実現のために要請されるところと考えていま
宜保市長

市域を西部地区、中心市街地、東部地区

す。

と3地区に大別し、この3地区が「安心・安全、協
働そして均衡のとれた街」として発展する施策を行

迫本部長

本島南部広域地域の発展という観点か

うというものです。

ら、お考えをお聞かせください。

西部地区では、昨年、豊崎海浜公園内に「豊崎美
らSUNビーチ」がオープン、市内観光の新たなス

宜保市長

ポットが誕生しました。このほか臨空港の特性を生

えは避けてとおれません。今から南部6市町はいろ

かした、観光関連企業の進出が相次ぐ中、昨年末、

んな分野で連携を図っていきます。宜野湾市、中城

これまで那覇市にあった県警運転免許センターが移

村以南の11市町村で2010年12月3日、企業立地促進

転オープンするなど、今後、人の流れ、経済の流れ

法に基づいて企業の誘致、地域産業活性化を目指す

が本市に大きくシフトされることが期待されます。

「沖縄中南圏域産業活性化協議会」が発足し、私が

与根、翁長地域の農振農用地に、民間を活用した

会長に選任されました。やがて、大臣の認定が得ら

観光客や修学旅行生にも喜んでもらえる体験滞在型

将来道州制になりますと、南部広域的考

れる見通しです。

農業施設を誘致し、新たな地区計画・観光資源開発

北部圏域は北部圏域で発足させております。

を推進します。

観光、物流、健康、バイオ、情報通信（IT）
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全日 OKINAWA ゆいの由来「ゆいまーる」などに含まれる「ゆい（結い）」は「協調」
「助け合い」
「安心」
を表現しています。また、沖縄らしさを表現することも本誌のコンセプトのひとつとしました。

さこ
ゆき
はる

宜保市長は豊見城市特産の
の
て
ウージ染めネクタイを締めて
め
対応され、対談はウージ染め
や
の風合いにも似て、終始和や
かかつ明るい雰囲気の中で行
行
われました。

迫 幸治

社 全全全
全) 日本不動産協会
(
沖縄県本部 本部長
社( 不
不不) 動産保証協会
沖縄県本部 本部長

均衡のとれた
街づくりの推進

等、各分野の産業が集積すれば、税制、雇用等の面

宜保市長

でメリットがあります。

政に対する理念があり、理念を実現するビジョンが

南部広域圏の発展ということですが、例えば祭り

民間会社出身ではありますが、私には市

あります。

やイベントの開催について市町間で日程が重複しな

市民に役立つ職員となっていただくため公僕とし

いように調整するとか観光客の観光ルートの調整設

ての意識を共有し明るく・元気で・開かれた市役所

定等があります。文化省は体験滞在型の修学旅行を

づくりを実現していきたい。幸い組合員もイデオロ

打ち出していますが現状では、ツアー客数の受け入

ギーに固執する組合員ではなく、良い意味で協力し

限度を超えるケースが多々あります。

合える組合です。

メニューについて、歴史文化コース、自然学習
コース、ウージ染め体験コース等のようにコース

対談では他に、街づくりの長期展望を見据えた

別、時間別に人数を分けて受け入れるとか、各市町

「豊見城市第四次総合計画」、瀬長島アイランド構

間で調整することが必要です。

想、LRT（軽量軌道交通）導入の可能性、豊見城
城跡公園及び周辺整備の可能性、メディカルツー

迫本部長

市長は県内最年少の市長ということでも

注目度が高いのですが…。

リズム先進市であること等、一時間の約束時間内に
はおさまりきれない程、お話は豊富かつ多岐にわた
りました。

平成2年、父が経営する生コン会社に入

市長職ご就任早々ご多忙の折にもかかわらず対談

社した私は、経営や人材育成に関する研修を受ける

の機会を下さいまして誠にありがとうございまし

機会に恵まれ24才で父から建設会社の代表者を任

た。

宜保市長

されました。27才の時、ナポレオン・ヒル著「頭
を使って豊かになれ（思考は現実化する）」を愛読

豊見城市の益々のご発展と宜保市長のご活躍を期
待申し上げます。

するようになり、目標書き込み欄に目標を書き込
み、仕事面ばかりでなく子育てにも目標もって接し
ました。そのうち「目標（夢）は諦めず、頑張れ
ば、必ず叶う」を信条とするようになりました。市
議になってしばらくして、ナポレオン・ヒルの本を
読み返してみて、政治の世界に入ったのだから、と
「市長」を目標に意識しました。
迫本部長

役所職員や組合の中に「若い市長」とい

うことで一部反発はありませんか？
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第1回目

Lecture

民法について（その1）
ふじ法律事務所
㈳全日不動産協会沖縄県本部
顧問弁護士 藤田 雄士
（ふじた

第１

事務所

ゆうじ）

はじめに

今回から数回にわたって不動産事務所職員のための

不動産事務所
職員のための
法律講座

所在地：沖縄市知花 1-26-3 銘苅ビル 3 階
TEL：098-938-7370
営業時間：9 〜 18 時（※お問い合わせは 24 時間受付）
URL：http://www.fuji-law.com/

の意味では親族相続についての知識も不動産取引
においては必要不可欠でしょう。

法律講義を連載します。不動産事務所の職員といって
もベテランの方から勤務を初めて間もない方まで色々 （２）財産法の構成
な方がいらっしゃると思いますが、今回の講義は勤務

財産法は物権と債権に分けられています。

を初めて間もない方を念頭において解説いたします。

物権は、もの（動産と不動産に分けられます）を

経営者やベテラン職員の方にとっては当たり前と思わ

使用したり、処分したりする権利が誰に帰属してい

れるようなことも敢えて説明を加えたいと考えておりま

るかについて定めています。
債権は、人に対してどの様な権利を主張できるか

す。
一口に不動産取引といっても売買もあれば賃貸もあ

ということを定めています。

ります。これらの不動産取引の基本的事項について定

物権と債権の違いについては次回以降の説明に

めているのが民法です。したがって、不動産取引に関

回すとして、今回は債権についてお話いたします。

する法律を理解するためにはまずこの民法の規定につ

債権の債の字は「人偏（にんべん）」に「責」という

いて理解することが重要になります。

字から構成されています。つまり人に対して責任を負

そこで、今回はこの民法という法律はどの様な枠組

わせることができる権利を債権というわけです。

みで構成されているかということをお話したいと思いま
（３）不法行為債権と契約に基づく債権

す。

皆さんがほかの人に権利を主張する場合としてど
第２ 民法の位置づけ
１ 民法の位置づけ

の様な場面を想定するでしょうか。
車に惹かれて怪我をした場合には、車を運転した

六法全書という言葉は耳にされたことがあると思

人に損害賠償を請求することになりますし、友人に

います。法律の世界で六法といえば憲法、民法、

お金を貸したけれど返済してもらえなければ貸金の

刑法、商法（現在は商法＋会社法になっています

返還を請求することになります。

が・・・）、刑事訴訟法、民事訴訟法を指します。
この六法の中で不動産取引を含め国民間、市民

上記二つの事例は、人に対する権利が発生する
発生原因という意味では共通していますが、当事

間の関係を規律する基本的ルールを定めているのが

者の意図することは性質を異にします。というのも、

民法になります。

交通事故の場合には事故を起こした当事者は損害
賠償を発生させようと考えて事故を起こした訳では

民法の基本的構造

ありません。当事者の予期しない事故が起こった結

（１）財産法と親族・相続法

果として、損害を受けた側が損害を与えた側に損

２

民法は大きく言って取引を規制する財産法と、親
族間の問題を規制する親族・相続法に分けられます。
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害賠償を請求する権利が発生することになるわけで
す。

不動産取引は基本的に財産に関するルールを中心

他方貸金の場合はどうでしょうか？お金を貸すか

に理解する必要がありますが、不動産トラブルは相

らには当然一定の時期が来たら返済してもらうこと

続や離婚などを契機として生じることも多いので、そ

も約束に含まれています。したがって、一定の期限

が経過したのち返済できない場合には、貸し主から

有目的の借地の場合には例外となりますが）。

借り主に対して返済を求めることはまさに当事者の
予定していた権利の行使といえます。

３ 不動産取引において中心となる民法の規定

他方、貸金債権の事例のように当事者の意思に

言うまでもなく不動産取引において中心的な役割

基づいて当事者の予定していた権利義務が発生する

を果たす民法の規定は売買と賃貸借です。民法が

場面が契約です。

どの様な規定を定め契約当事者の意思を補充して
いるか各条文を理解する必要があるわけです。

（４）13 の典型契約
契約の場面では、私的自治といって当事者の意
思が尊重されます。したがって、どのような権利義
務が生じるかはまずもって契約当事者がどのような
合意をしたかに重点が置かれます。しかしながら、
契約当事者はかならずしも紛争が生じた場合の処理

第３

最後に

売買や賃貸の具体的な条文については次回以降説
明したいと思います。
なお、ご承知のように、不動産取引に関する法律は
民法だけではありません。借地借家法、宅地建物取

方法について事細かく合意しているとは限りません。 引業法、消費者契約法なども理解しておく必要があり
そこで、民法は、類型にみられる 13 の契約を念頭
においた上で条文を定め、契約当事者の合意を補
充する役割を果たしています。
ちなみに、民法が定めている類型的契約は、①贈

ます。
では、民法の規定と民法以外の法律の規定が矛盾
するような場合はどうなるかという点を最後に覚えてく
ださい。法律の世界において、後法は前法を破るとい

与、②売買、③交換、④消費貸借、⑤使用貸借、 うか、特別法は一般法に優先するなどのルールがあり
⑥賃貸借、⑦雇用、⑧請負、⑨委任、⑩寄託、⑪
組合、⑫修身定期金、⑬和解の 13 契約で、これ

ます。
民法の賃貸に関する規定は賃貸借一般について定

を典型契約といいます。典型契約とはよくみられる、 めたものであるのに対し、借地借家法は建物所有を目
類型的にみられる契約という意味に理解すればよい

的とした土地の賃貸や建物賃貸など特別な場合を念

と思います。

頭において定めた規定となりますので、両者の規定が

なお、先ほど契約の場面では当事者の意思が尊

矛盾する場合には特別法が優先します。借地借家法

重されると述べましたが、民法の規定の中には仮に

は第 1 条にその旨規定がありますので理解は容易です

当事者が合意しても民法の規定が優先するものもあ

が、中には特別法といえるのが必ずしも明確でない規

ります。このような規定を強行規定といいます。民

定もあります。この場合には裁判所の法解釈により決

法 604 条の「賃貸借の存続期間は、20 年を超える

まることになります。
以上

ことはできない」という規定はその例です（建物所

ご入会者には17のメリットで、
不動産業経営をバックアップ！
資金、情報、信用力…不動産業経営には必要
なものがいっぱい。
全日本不動産協会・不動産保証協会が、御社
の起業・運営を、17のメリットで、さまざまな
角度から支援します。

詳細は WEB で
http://www.zennichi.or.jp/join/join.php

第６回通常総会開催のお知らせ
日時：平成 23 年 5 月 21 日（土）午後２時〜
開場：健康文化村カルチャーリゾート
フェストーネ
宜野湾市真志喜 3-28-1
TEL 098-898-1212
（社）全日本不動産協会沖縄県本部
（社）不動産保証協会沖縄県本部
的確に情報をキャッチする耳、未来
を見る眼、躍進するジャンプ力ある足
をもった「うさぎ」が協会のシンボル
マークです。
オレンジ色は明るい未来を、緑色は
豊かな大地と自然を表現しています。
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New Member
もとぶ不動産

株式会社

代表者（専任取引主任者） 浦崎ハスミ

代表取締役（専任取引主任者） 國吉

沖縄県国頭郡本部町字谷茶 434-7

沖縄県沖縄市美原 3-15-23

趣味：ゴルフ

TEL:098-937-8633 FAX：098-937-8633

モットー：お客様の喜びが私の喜び

先島不動産

TEL:0980-47-5900 FAX：0980-47-5901

代表者（専任取引主任者） 小川

株式会社

沖縄県宮古島市平良字下里 356-85

KANTO

代表取締役

神藤

専任取引主任者

好生

隆

102

元一

辻脇

趣味：カラオケ
久雄

モットー：専門用語や業界用語を出来る

沖縄県那覇市久茂地 1-2-25 G7 ビル 5-A

だけ、使わずにお客様に分かり易い 説

TEL:098-963-9119 FAX：098-963-9109

明を心がけます

全保連

TEL:050-5204-1170 FAX：050-5204-1170

株式会社

代表取締役

迫

幸治

専任取引主任者

古謝

マラソンを始めて 10 年目

健一

趣味：旅行

株式会社

モットー：現状に感謝し満足しない
沖縄県那覇市安謝 2-2-5
サウスホーム
代表取締役

専任取引主任者

良一
りょういち

島のマラソンでは、主に伊部屋ムーンライトマラソンと伊江島マラソ
伊平屋マラソンは、文字通りムーンライトで、走るのがきつくなる

健
吉濱

有馬
ありま

ンのハーフを走ります。

株式会社
吉村

E プロジェクト

沖縄本島や近場の離島のマラソンを年に数本走っています。離

TEL:098-866-4901 FAX：098-867-8532

後半の道のりを丸い月がやさしい光でエールを送ってくれます。さら
に、島の人たちの心温まる歓迎を受けまた来年も来ようとゴールし

実哲

た瞬間に感激しながら決意しています。自然、心豊かなこの島とマ

趣味：スポーツ観戦
モットー：まだまだ未熟な私ですが、平

ラソンも変わることなく続いてほしいと願っています。伊江島ハーフ
マラソンは、沖縄のマラソンの前半最後のマラソンです。船賃も安

成 23 年 2 月より開業いたしました。こ

く日帰りで出来る離島マラソンです。夕方の船から見る夕日は絶品

れまでの不動産業という職歴で培った事

です。マラソンの疲れをビールとこの風景が癒してくれます。簡単に

を活かし、又、これまでにお世話になり

行ける離島マラソンとして最高です。
本島内のマラソンは、おきなわマラソン、あやはしハーフマラソン、

ました。家主様、お客様、先輩方、同僚

尚巴志ハーフマラソン、那覇マラソンを走っています。特に東海岸

の方々に恩返しも込めて『不撓不屈』の

線を走るおきなわマラソン、あやはしハーフマラソン、尚巴志ハーフ

精神で頑張ります。

マラソンが好きです。東海岸線は西側に比べ開発が進んでないため、
景観のいい場所が多々あります。その中でも南部のマラソン尚巴志

沖縄県那覇市宇栄原 3-21-1

は、スタート 5 キロ地点から続く新里の坂を「シニガター」で登り終

TEL:098-851-9280 FAX：098-851-9281

えるとユイチホテルからニライカナイ橋まで続くコースに東海岸線を

球洋

一望できるスポットが所々にあります。自衛隊の基地の手前の坂を

代表者（専任取引主任者） 伊波

洋一

沖縄県宮古島市平良字下里 1517-3

上り終え見えると、ニライカナイ橋から見える眺めは最高で、感慨
深い場所です。
車で何気なく見ている景色、歩いたり、走ったり、自転車に乗っ

趣味：読書・無農薬野菜の栽培

てスローなスピード見てみると、今までと違った景色を感じること

モットー：仕事やお客様に対して常に誠

ができます。サンライズの東海岸地域、スローな時間を作り好きな

実に取り組むことです。お客様が安心し

スタイルで自然を満喫できる場
所を散策してみてはいかがです

て気楽に何でも相談でき、誠実誠意で

か。自然、人、不動産の調和を

もって業務に取り組む不動産業者を目指

どう図っていくのかスローライフ

します。

で見つけたいと思っています。

TEL:0980-74-3360 FAX：0980-74-3356
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リアルド沖縄

委員会活動報告
法廷研修会：平成 22 年 11 月 25 日

教育研修委員会
昨年、11 月 26 日に、
「平成 22 年度
地区

九州・沖縄 「賃貸借の契約に関するトラブル事例と判例」

取引・苦情処理業務指導者研修会」が行われ

ました。沖縄県本部では、理事と取引相談委員で参
加してまいりました。宅建業法および、民法の規定と

講師：
「ふじ法律事務所」弁護士 藤田 雄士氏
事例を多数抽出いただき、判例と事前の対策につい
て、講義をいただきました。

解釈について、事例に基づいた実務対応を学び、また
各県の委員との情報交換の場となりました。

会員各社が、ユーザーの皆様に、
「安心・安全」かつ
「快
適」な取引をさせていただけますよう、研修内容の充
実を図ってまいります。

契約書に暴力団排除条項を
挿入済みでしょうか？
ひな形は「暴力団の介入を防止するために」
を参照して下さい。建物賃貸借については全
日本不動産協会契約書式条項に謳われていま
す。売買についても書式に挿入の方向で検討中
です。例文は全日本不動産協会県事務局にも用
意してあります。
不動産取引においては、基本的な規定の範囲で行
える取引が大半でありますが、解釈の違いや、いずれ
かの不注意によって問題になるケースもあり、本協会

暴力団に関する情報・お問い合わせは、
（財）暴力団追放沖縄県民会議へ
那覇市旭町サザンプラザ海邦 3 Ｆ

では、相談窓口を設けて対応しています。また、会員

TEL

会社の資質の向上のために、法廷研修会を年に 4 回

FAX

行い、業務知識の確認や、法令等の改正への対応を
告知する機会としています。

098-868-0893
098-869-8930

「社会の敵“暴力団”を
恐れない・金を出さない・利用しない」

ၑমٛڎ͍ݞտ֥ٛ൝͈൲̧ġ（平成22年度10月〜平成23年度2月）
22 年
10 月
5日
12 日
14 日
20 日
21 日
26 日
29 日

第 5 回広報委員会
第 5 回理事会
無料相談
名護市無料相談会
無料相談
入会促進委員会
第 46 回全国不動産会議奈良県大会

11 月
1日
〃
8日
〃
〃
11 日
16 日
25 日

財務委員会
入会推進委員会
無料相談
入会推進委員会
理事会
入会推進委員会
取引・苦情処理指導研修会
第 2 回法定研修会 ( 保証 )

12 月
6 日 理事会
〃 忘年会
23 年
1月
24 日 理事会

2月
3日
9日
15 日
22 日
25 日

弁済研修会
第 3 回法定研修会
理事会
広報委員会
役員資格審査委員会
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なお、当県本部では、義援金の他に被災者の住宅対策として、賃貸住宅の情報提供や無償斡旋等、民
間賃貸住宅への円滑な入居の確保活動等に取組んでおります。
ご協力をお願い申し上げます。
間賃貸住宅への円滑な入居の確保活動等に取
確保活動等に取
取組んでおります。

開業するなら今がチャンス！

キャンペーン期間：2011年６月30日の入会受付申請まで

全日沖縄県本部創立５周年記念！
開業資金助成キャンペーン
あなたの開業計画を
（社）
全日本不動産協会沖縄県本部がサポートします
全国47都道府県をカバーしている（社）全日本不動産協会だから将来の事業展開も安心です！

キャンペーン期間中なら入会費用の
負担を軽くして独立開業！

の負担軽減
キャンペーン価格

入会月

通常時

４月

1,404,000円

５月

1,399,750円

６月

1,395,500円

あなたの入会月
の費用と比べて
ください

1,304,000円
1,299,750円
1,295,500円

お問合せ先

琉球銀行
本店

港

10万円
10万
円

空

覇

那

至

←

沖縄テレビ
本社
パレット
パーキング
ビル
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沖縄銀行
本店

県庁前駅

〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地 1-2-25

G7ビル 3階

098-867-6644
FAX 098-867-6671
TEL

パレット
久茂地

通り

国際

http://www.zennichi-okinawa.jp/

発行所 ( 社 ) 全日本不動産協会沖縄県本部
本不動産協会沖縄県本部 発行人 迫幸治 〒900-0012 沖縄県那覇市久茂地 1-2-25 G7 ビル 3-B
電話 098（867）6644
編集 竹越康太郎 印刷 ( 有 ) 福琉印刷
6644 FAX 098（867）6671
098（867）6671 URL http://www.zennichi-okinawa.jp/
htt

平成23年3月11日に発生した東日本大震災におきまして、犠牲になられた方々とご遺族に深くお悔
みを申し上げますとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、3月18日に開催されました全日・保証総本部臨時理事会におきまして、五千万円の義援金拠出
が決定致しました。
そこで、
沖縄県本部も復興支援に向けて義援金の募集をする事が理事会で決定致しました。
つきましては、出費多大な折、大変恐縮なお願いではございますが、会員のみなさまに義援金へのご
協力を賜りたくお願い申し上げます。
（社）全日本不動産協会沖縄県本部
（社）不動産保証協会沖縄県本部
『お振込先』
金融機関名：琉球銀行 本店営業部（201）
口座番号：普通預金 1117261
口座名義：社団法人 全日本不動産協会沖縄県本部災害義援金
※振込手数料につきましては、免除となっております。
『義援金募集期間』平成23年6月30日迄

全日 OKINAWA ゆい Vol.3

会員の皆様へ 東日本大震災への支援のお願い

