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迫本部長　本日はお時間をいただきまして、あり
がとうございます。
今日は下地市長に宮古島市の取り組みについて、
お話をうかがいたいと思います。

下地市長　宮古島市は沖縄振興特別推進市町村
交付金（一括交付金）の予算の活用事業として、大
型の工事を伴う事業が積極的に進められています。
ごみ処理施設の新設や海抜の低い地区の津波避難
施設、道路・公園の整備などを地域の特性に沿っ
た内容でおこなっています。
　また、5つの市町村が合併して宮古島市となって
10年を迎えますが、宮古圏域として一体的な振興
発展を目指した取り組みが、数多く進んでいると
ころです。

迫本部長　伊良部大橋がまもなく開通しますね。

下地市長　来年の1月です。伊良部島は現在、飲
料水は地下水で、農業用水はため池でまかなって
いる状況です。橋の開通にあわせて宮古島本当か
ら送水を行うことで、農業がより活発に行えるよ
うになると思います。

迫本部長　「エコアイランド宮古島宣言」について
お聞かせください。

下地市長　宮古島の水資源は地下水を利用した地
下ダムに依存しています。地下水が生活の基盤に
なっているので、環境の保全・保護にものすごく
関心が高いわけです。太陽光や風力といった自然
エネルギーを利用する取り組みも進んでいて、学
校などの公共施設から民間の家屋まで、太陽光発
電設備の設置がかなり普及しています。
自然エネルギーを活用した事業の推進地域として
日本で一番進んでいるのが宮古島だと思います。
たとえば、城辺地区ではメガソーラーと風力発
電と蓄電池を組み合わせた施設によって、およそ
5,000世帯分の電気を安定して供給するための実
証研究を行っています。
また、来間島では島内で設置が可能な家屋84世帯
に太陽光発電設備と蓄電池をセットして、電気の
自給化の実証事業を行っています。もしも台風な
どの災害によって、停電が起こっても、来間島だ
けは明かりが点き、冷蔵庫が使える状況になりま
す。
この取り組みが成功すれば、周辺の島々にも展開
していって、最後は宮古島本島でも活用できるよ
うにしたい。
そのほかにも、宮古島近海での天然ガスの試掘も
行っています。この天然ガスが良質なもので、活
用することができれば、電気もガスも地元の自然
エネルギーですべてまかなえることになります。
いまのところ、電力会社は宮古・八重山地域に
電気を供給するために非常にコストがかかってい
ます。これが自然エネルギーに代われば、大きな
コストダウンが図れると同時に、火力発電による
CO2の削減にも貢献できるわけです。宮古島のモ
デルが国全体に広がれば、CO2削減に相当な効果
が生まれることになります。

迫本部長　夢がひろがりますね。

下地市長　EV（電気自動車）の普及も進んでいます。
ホンダと共同開発した2人乗りの電気自動車が島
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内で走っています。チャージするポイントも順次
増やしているところです。島の大きさにはちょうど
いいサイズの乗り物だと思います。みんなにもっと
知ってもらおうと、次のトライアスロン大会の先
導車はこのEVが走る予定です。
　バイオエタノール燃料車の普及促進も行ってい
ます。宮古島の基幹作物であるサトウキビからバ
イオエタノールを作ります。さらにサトウキビの
絞ったカスから肥料を作って、畑での使用を推奨
しています。有機肥料なので地下水を汚さずにす
むわけです。
　とにかく自然にあるものを有効に活用して、エ
ネルギーと産業を作り出していく活動を、島をあ
げて総合的に取り組んでいるのです。
全国の市町村等が数多く視察に来られるので、島
丸ごと「次世代エネルギーパーク」として、宮古島
の「エネルギー地産地消」や「環境保全に対する取り
組み」を紹介するための施設を作りました。

迫本部長　まさに「エコアイランド宮古島」ですね。
話しは変わりますが、宮古島トライアスロンは今
年で第30回を迎えるそうですね。今でこそ各地で
開催されていますが、トライアスロン競技があま
り知られていない頃から始まって、ずっと続いてき
ている。本当に素晴らしい事ですね。参加者は年々
増えているのですか?

下地市長　宮古島大会は出場選手を1,500名とし
ていますが、約3,500名の方が応募してこられます。
残念ながら、抽選で出場者を絞らなければなりま
せん。ハードな競技なので、安全管理を考えると
定員は増やせないのです。競技ルールやマナーを
守る人に参加してもらって、安心・安全で質の高
い大会を心がけています。大会を安全に運営する
には、人とお金がものすごくかかります。
宮古島の大会ほど、地元の人たちが総出で、沿道
で応援している大会はないと思います。沿道で地
元の人たちが、選手のゼッケンとエントリー表を
照らし合わせて、「◯◯さん!頑張って!」と名前を呼
んで応援しているのですよ。選手は楽しいに決まっ
ています。「トライアスロンをやるからには、絶対

に宮古島の大会に出たい!」「宮古島の大会に参加し
なければ、一人前のトライアスリートとは言えな
い!」と言っている選手がたくさんいます。

迫本部長　ステータスの高い大会ですね。

下地市長　大会運営の方々と宮古島の人々が島を
あげて盛り上げて来た結果だと思います。
宮古島市は無理な開発をおこなわずに、「どうした
ら住んでいる人々が心地よく生活できるか」を一番
に考えて進めてきています。子育て家族には、3人
目からは出産祝い金を交付し、4人目からは保育料
を無償にしています。小中学校生やお年寄りの予
防接種も無償にしています。宮古島に住んでいる
人が豊かに生活でき、人口がゆるやかに増えていっ
て欲しいと思います。
観光入域客数も、とにかく増やせばいい、という
考えではありません。水資源を大切にしながら、
地元の食べ物をおいしく食べていただけるには適
正な量があります。豊かな自然と、質の高いサー
ビスを工夫して提供する、私はそれがいちばん良
いと思っています。

下地市長は「宮古島がどんどん良くなっていく姿
を見ていると、本当に楽しい」とお話をされていま
した。宮古島市のますますの発展をお祈りいたし
ます。ありがとうございました。
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第1　はじめに

　今回は借地条件の変更許可及び借地権譲渡許可
等について解説したいと思います。これは借地借家
法17条から21条に規定されている事項であります。
これらの規定の特徴は借地非訟事件として取り扱
われるということです。
　非訟事件という言葉は余り耳慣れないと思いま
すが、これは訴訟事件と対比して用いられる言葉で
す。訴訟手続では当事者の主張に基づきその主張の
適否が判断されますが、非訟事件では権利義務が存
在することを前提にその内容を裁量的に判断する
点に特徴があります。また、訴訟事件と異なり手続
は非公開となっています。

第2　�借地条件の変更、借地権譲渡許可� �
手続について

1. 前提について
（1）裁判所の許可が必要な理由
　借地非訟手続であつかうのは借地条件の変更許
可と借地権譲渡に伴う譲渡許可が中心となります。
　変更許可を求めるのは借地人です。借地借家法は
基本的に借地人保護の観点から規定されており、借
地法に規定する事項について借地人に不利な合意
をしても無効とされるのが一般です（借地借家法9
条、16条、21条）。
　しかしながら、建物建築にあたり建築できる建
物の種類、構造、規模を制限する条件（特約）や増
改築を制限する条件（特約）は有効とされています。
したがって、この賃借人がこれらの条件に違反した
建物を建築しまたは増改築を行うとそれは借地権
設定者（≒賃貸人:以下「借地権設定者」といいます）
からの契約解除の原因となります。
　同様に、借地人が当該借地権を借地権設定者の承
諾なしに譲渡することは賃貸借契約の解除原因と
なります（民法612条2項）。
　となると借地権を譲渡するには必ず借地権設定

者の承諾を得て行う必要があることになりますが、
状況によっては借地権設定者にとって何ら不利益
がないにもかかわらずこれを承諾をしない場合な
ど、借地権設定者の承諾を絶対条件とすると不当な
結論になってしまう場合もあります。
　そこで、借地条件の変更や借地権譲渡については、
一定の場合、裁判所が借地権設定者に代わり許可を
与えることにより賃借人の保護を図ったものです。
当然ながら、裁判所が許可を与えた場合、借地権設
定者は契約違反等を理由に賃貸借契約を解除する
ことはできません。

（2）非訟手続による理由
　非訟手続の特徴は裁量的な判断ができる点にあ
ります。借地条件の変更許可や借地権譲渡許可をす
るにあたっては専門的知識も必要となりますし、場
合によっては承諾料等の金銭的支払いと引き換え
に許可を与えるのが妥当な場合もありますが、これ
ら許可を与える前提での諸条件が当事者の主張に
拘束されるとなると（訴訟事件では拘束されます）
適切な解決が導き出せない場合があります。
　そこで裁判所が当事者の主張に拘束されず裁量
的な判断ができるよう非訟手続が設けられたわけ
です。裁判官自身もこれら建築を巡る条件について
必ずしも専門的知識を有しているわけではないの
で、裁判所は手続の中で鑑定委員会を設け、この鑑
定委員会からの意見書を参考にして裁量的な判断
を行う点に特徴があります。

（3）借地非訟の種類
　借地非訟の種類には、①借地条件変更申立事件、
②増改築許可申立事件、③賃借権譲渡許可申立事件、
④競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可申立
事件、⑤借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申
立事件の5つがあります。
　
（4）借地非訟手続の大まかな流れ
　借地非訟の大まかな流れとしては、借地人から申

第9回目
借地借家法について（その6）
ふじ法律事務所

（公社）全日本不動産協会沖縄県本部
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立があると、双方の当事者から事情を聞きます。そ
の後、裁判所は鑑定委員会（弁護士、不動産鑑定士、
建築士などにより構成されています）に承諾料、賃料
額、建物及び借地権価格等について意見を求めます。
意見が出された後、裁判所は鑑定委員会の意見につ
いて当事者から意見を聞くための最終審問期日を開
き審理を終了します。

（5）不服申立
　これら借地非訟手続に基づく裁判所の決定に対
しては抗告という形で不服申立ができます。

2. �借地条件変更許可申立事件（借地借家法17条1項）
　これは借地契約において建築できる建物の種類、
構造、規模を制限する旨の条件がついている場合に
おいて、これらの条件を変更して別の条件の建物を
建てたい場合若しくは建て替えたい場合において、
借地権設定者との間に合意形成ができない場合に、
借地人からの申立により裁判所が借地権設定者に
代わり許可を与える制度です。
　居住用建物の建築のみが条件となっている場合
にこれを共同住宅若しくは店舗建物に変更したい
場合、木造住宅の建築のみが条件となっている場合
にこれを鉄筋コンクリート住宅に変更した場合、平
屋建物の建築が条件となっている場合においてこ
れを高層建物に変更したい場合などがその例です。

3. 増改築許可申立事件（借地借家法17条2項、18条）
　借地契約において、建替、増築、改築を行う場合
に借地権設定者の許可が条件として付されている
場合において、借地権設定者がこれらを許可しない
場合に裁判所が借地権設定者に代わってこれを許
可する制度です。

4. 賃借権譲渡許可申立事件（借地借家法19条）
　これは、借地人が借地権を譲渡するには借地権設
定者の承諾を得る必要がありますが（民法612条1
項）、借地権設定者にとって借地人の変更により不
利益になる事情がないにもかかわらず承諾が得ら
れない場合において、裁判所が相当と認めれば借地
権設定者に代わり許可を与える制度です。
　単純に許可、不許可の判断をするだけでなく、承
諾料等の支払いを条件に許可を与える場合もあり
ますが、この場合の承諾料の額についても裁判所が
決定します。
　注意しなければならないは、この制度は賃借権を
譲渡する前に裁判所の許可を求めるものです。別の

言い方をすれば、申立をするのは譲渡人であり譲受
人ではないということです。賃借権譲渡が先行して
しまうと既に賃借権の無断譲渡による契約解除原
因が発生していることになりますので借地権設定
者からの契約解除の主張を防ぐことはできません。

5. �競売若しくは公売に伴う� �
土地賃借権譲受許可申立事件（借地借家法20条）

（1）競売若しくは公売による所有権取得
　借地上の建物の所有権が移転した場合、特段の事
情がない限り、借地権も譲渡されたとみなすのが判
例の立場です。となると競売や公売で借地上の建物
が売却された場合には、借地権設定者は無断譲渡を
理由に契約解除の主張が可能ということになって
しまいます。そうなると借地上の建物については競
売で取得しても逆に借地権設定者から賃借契約解
除を理由に建物収去を求められることになってし
まうので借地上の建物を競売で買うことは事実上
困難となってしまいます。
　本来であれば、譲渡前に許可を求めればよいので
すが、誰が所有権を取得できるかは競売手続が終了
するまで分かりませんし、また、競売に出される側
の賃借人に裁判への譲渡許可申請を求めることも
現実的ではありません。
　そこで、競売及び公売の場合には特例として、競
売により所有権を取得した者から裁判所に対し、譲
渡許可の申立ができる旨規定された次第です。

（2）申立期間の制限
　この申立には期間制限があります。具体的に
は、取得者は競売及び公売による取得者は代金を支
払ってから2ヶ月以内に譲渡許可の申立をする必要
があります。
2ヶ月以内に譲渡許可の申立をしない場合には、借
地権設定者から無断譲渡を理由とする建物収去土
地明渡請求が可能となってしまいますので、せっか
く大金を支払って購入した建物を自らの費用で収
去するという悲惨な結果にもなりかねないので注
意が必要です。

（3）無断譲渡による建物取得者の保護
　もっとも、無断譲渡により借地上の建物を譲り受
けた者は、借地権設定者が当該借地権の譲渡を承諾
しない場合には対象となる建物を時価にて買い取
ることを請求できますので（借地借家法14条）、こ
の権利を行使することにより一定の救済はありま
す。
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　ちなみに、この時価には借地権の価格は加算され
ませんので建物それ自体の価格が時価算定の基本
となります。借地上の建物を購入する場合には建物
の価値だけでなく借地権の価格がかなりの割合を
占めているのが通常なので、この建物買取請求権を
行使しても借地権付建物の時価と比較すれば低廉
になることは否定できません。

6. �借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立
事件（借地借家法19条3項、20条2項）

　上記4乃至5における借地上の建物の譲渡許可手
続において注意すべき点の一つとして、裁判所は譲
渡の許可の是非判断するに先立ち、借地権設定者に
対し、当該建物及び借地権を買い取る機会を与えて
いる点です。
　譲渡許可の手続の中で、借地権設定者が当該建物
及び借地権を買い取る旨の申立があると、裁判所は
譲渡許可の是非に先立ち、借地権設定者からの買い

取りの申し出の当否を先に判断し、原則的に買い取
り申し出を認める方向で判断します。
したがって、借地権設定者から買い取りの申し出が
あると、申立人が意図した借地権譲渡の許可ではな
く、借地権設定者への建物及び借地権譲渡という形
で手続が終了する可能性が高くなります。
　この様に、譲渡許可の申立に際しては、常に借地
権設定者自身が当該建物及び借地権を買い取って
しまうかもしれないということを念頭におく必要
があります。

7. 最後に
　借地非訟事件は余りなじみのない制度と思いま
すが、借地権付き建物の譲渡や借地条件の変更に際
しては有用な制度でありますので、是非積極的に活
用して下さい。

� 以上

　平成26年4月1日から引き上げられる消費税情
報は皆様も多くの情報を得て研究されているかと
思いますが多岐にわたる業務に影響を与えていま
す。おもだったものとしては
①消費税率の引き上げ　②税率引き上げに伴う経
過措置　③総額表示義務の特例措置　④適正な価

 ① 当月分（1日から末日まで）の賃貸料の支払期
日を前月○日としている賃貸借契約で、平成
26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領
する場合

 ② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日として
いる賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸
料を平成26年4月に受領する場合

（ 「消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関す
るQ&A」4頁問6平成26年1月国税庁消費税室より抜粋） ※ 個人の事情によって有利不利は異なりますので、個別の事案に

ついては税務署の「税務相談室」や税理士にご相談下さい。

格転嫁のための施策　
などがあります。
　現場では様々な場面で判断に迷うことがあると
思います。今回は、消費税率の適用について国税
庁が平成26年1月に公表しているQ&Aから間違
いやすい事例をご紹介いたします。

　不動産管理会社としては、個々の家主の個別の賃貸
借契約書の1件1件の文言を再度確認し、消費税率を
誤ることなく請求書を発行しなければならず煩雑で
はありますが注意する必要があります。
　さらに、多くの管理会社は実行しているようです
が、いつから消費税率を上げるかの事前通知文書を早
めに配布しておくことが入居者とのトラブルを避け
るためには必要と思われます。

「消費税率引き上げに伴う
� 不動産賃貸家賃請求事例」

鈴木和子税理士事務所

レクチャーLecture
不動産事業所
職員のための
会計と税務講座

所在地：那覇市壺川1-1-15 アルファビル202
TEL：098-835-9270
URL：http://www.tkcnf.com/ksuzuki/pc/

事
務
所

所長　 鈴木  和子
すずき　かずこ

当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する�
賃貸借契約における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。Q.�
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　ちゅらさんシリーズ、今回は株式会社クロトンの島
袋弥生さんにお話を伺いました。事務所は、バイパ
スの大平インター近く（浦添市安波茶1-53-13豊
福ビル2階、1階駐車場）にあります。イタリアンの喫
茶店だった場所を設計の事務所に使用しているため
「喫茶店?」と勘違いしてしまうほど、モダンな事務
所でした。島袋さんにお仕事の話やおすすめのお店
などお聞きしました。

　㈱クロトンは、住宅、店舗の企画、設計、施工、仲介、管理
等をワンストップサービスで行っています。現在は、全国的
な中古住宅のニーズから、中古住宅リノベーションにも力
を入れているそうです。
また、顧客満足度向上などを目的に、月に一度、「住まい
ステップアップセミナー」を開催しています。昨年12月
の、観光の視点で面白い情報を紹介するDEEokinawa

（http://www.dee-okinawa.com/）とタイアップした
『オカシ デ ケンチク』は、地鎮祭からお引渡しまでをお
菓子で再現するというもので、楽しい企画イベントでした。
イベント開催告知はブログ（http://crotonrealestate.
ti-da.net/）にて行っています。
堅苦しいものではなく、お客様に気軽に楽しんでいただく
交流の場として企画しているそうです。お客様もスタッフ
と同じ年代が多いので、同じ目線でお話が出来、和やかな
雰囲気を作れるそうです。

　島袋さんのおススメ店を紹介していただきました。浦
添市仲間にある「YANBAR」（窯焼きピザと豚肉料理の
店）は、ワインが豊富で特に自家製ベーコン、ポテトサラ
ダが美味しいお店だそうです。平日でも予約されてから
行かれた方が良いようです。次にご紹介いただいたのが、

「ブーランジェリー・ア・テット」（本格ヴィエノワズリ）は、オ
シャレな店内にいろんな種類のパンがあり特に、あん入り
のフランスパンがおススメで、キッシュも人気があるそうで
す。その他にも那覇市泉崎にある地鶏炭焼きDining「あ
しどり」は、薩摩地鶏と焼酎が美味しくいただけるお店だ
そうです。
　健康のために特別な事はしてないようですが、食事の
バランスを考え出来るだけ自炊を心がけているようです。
また、定期的に映画やコンサートイベントに行ってリフレッ
シュもしているそうです。
　㈱クロトンは、現在11名のスタッフで、デザイナーとして
の感覚と設計の技術を活かしながら新たな建築設計のあ
り方を模索したいと、新天地として今年、台湾にも事務所
を設置しました。今後、ここを東南アジア進出の足掛かり
として考えて行くそうです。
　落ち着きと安心を感じるこの場所に移転して3年、新
たな目標に向かって邁進している㈱クロトン。その中で
初々しいキラキラした目が印象的な島袋さん、もう何年
もこの空間にいたような落ち着きがあり、入社年数をお
聞きしましたところ入社5ヶ月とお聞きしてさらに驚きの
瞬間でした。
　事業企画の仕事の楽しさを語ってくれた島袋さん、お
土産のオリジナルコーヒーとア・テットのフランスパンご馳
走様でした。

株式会社クロトン第9回目
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株式会社りっち開発
代表者：吉盛　正一
取引主任者：宇良　安奴
住　所：沖縄市泡瀬2-1-2
TEL：098 -975 -6540
FAX：098 -975 -6541

アレクシーデザイン株式会社　
代表者：岡本　直人
取引主任者：仲本　宗之
住所：那覇市前島2-18 -17
TEL：098 -894-2000
FAX：098 -943 -3999

LSDdesign株式会社
代表者名：平良　玄峰
取引主任者：黒島　和香
住所：宜野湾市宜野湾3-1-2
TEL：098 -894-4282
FAX：098 -894-4334

株式会社クロトン
代表者：下地　鉄郎
取引主任者：下地　鉄郎
趣味：読書と散歩

セールスポイント
　事務所名を沖縄でよくみられる南洋植物の名前
からお借りしました。
　クロトンは色合いやカタチが多様であり、摂理に
適った接ぎ木をすることで様々な組み合わせが可
能な面白い植物です。私たちは、この多様で柔軟
なクロトンの性質のように、お客様の希望をカタチ
にしていくお手伝いをさせていただいております。
　そして、そのカタチは常に社会から問われ続け
るものであると自覚し、社会にとってベストなカタ
チとは何かをも永遠に追及していきます。
住所：浦添市安波茶1-53 -13
TEL：098 -877-9610
FAX：098 -878 -9613

沖縄不動産FIELD株式会社
代表者：伊是名　興司
取引主任者：髙良　英徹
住所：�那覇市古波蔵3-3 -17　沖縄復興ビル

212号
TEL：098 -955 -1234
FAX：098 -831-6554

株式会社不動産の依頼所
代表者：山中　慎也
取引主任者：福本　隼人
住所：浦添市当山3-3 -2　103
TEL：098 -917-1490
FAX：098 -917-1491

会社名：株式会社安永建築
代表者：安永　尚利
取引主任者：上原　司
住所：中城村字南上原1051-2
TEL：098 -943 -2494
FAX：098 -943 -2396

New�Member

◆教育研修委員会
　宅地建物取引業法をはじめとする法規や、税務につ
いての解説。
　また、取引上のトラブルに対する防止策および解決
方法など、宅地建物取引業を営む上で欠かす事のでき
ない知識を学ぶ「法定研修」を実施しています。

◎平成25年度　第3回法定研修会　11月29日（金）
『司法書士執務現場からのレポート!
� ～不動産登記の仕組みと過去の実例報告～』
講師:金城嘉明司法書士事務所　代表:金城　嘉明

　第一部では、「司法書士執務現場からのレポート!」
と題し、不動産登記の仕組みや不動産取引上の注意
点を過去の事例をもとに、講演して頂きました。
第二部では、「地震に備えて」と題し、沖縄県の地震
の状況と建物の耐震診断について、琉球大学の天野
輝久名誉教授様に講演頂きました。

◎平成25年度　第4回　法定研修会　1月31日（金）
『不動産取引と抵当権にまつわる業務』
講　師:ふじ法律事務所　弁護士　藤田　雄士

抵当権の基本的性質や実
行についての研修でした。
後半は、県本部初の試み
として、売買・賃貸に絡む「意
見交換会」を設けました。

トラブル事例や訴訟するまでに準備すべき事や疑問等
を参加者全員で話し合いました!(̂ ^)!

★平成25年度　第2回流通研修会　2月10日（月）
『インターネット集客セミナー』
講師:有限会社サバニデザイン　取締役　森　健治

facebookやLINEといっ
た各アプリのご紹介と、
ビジネスで使う目的やポイ
ントについて行いました!
また、沖縄セルラー電話
（株）様より、iPadを使
い外出先からオフィスのPCを遠隔操作できるアプリも
ご紹介して頂きました。

★組織委員会
『第2回　不動産業開業セミナー』2月21日（金）

　今回のセミナー内容
は、宅建業の実務の流
れを中心にし、また講師
の実例を挙げながら行い
ました。受講者からは、
「物件の仕入れのノウハ
ウ」や「営業方法」につ
いて活発に質疑応答が行われました。
　県本部事務局では、開業についてのご相談・手続
きの流れなど、随時受付けておりますのでお気軽にお
問合せください。

委員会活動報告
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理事会及び各委員会の動き（平成25年10月～26年3月）
10月  

 3 日　 栃木県本部10周年記念
　 　 取引相談
　 　 ゆい取材

 4 日　 ゆい取材
11 日　 第4回組織委員会　
15 日　 上半期監査　名護無料相談
16 日　 名護無料相談
17 日　 第1回流通研修会
18 日　 上半期監査
2 2 日　 取引相談
2 3 日　 理事会（総本部）

　 　 全国不動産会議
　 　鹿児島県大会
　 　運営視察

2 4 日　 全国不動産会議
　 　鹿児島県大会

11月  
 1 日　 第1回不動産業開業

　 　セミナー
 6 日　 不当要求防止講習会

　 　（研修会）
 7 日　 取引相談
12 日　 第5回組織委員会　
15 日　 取引相談
18 日　 月次監査　日当交通費
19 日　 苦情処理研修会
2 5 日　 第5回総務委員会
2 7 日　 第6回組織委員会　

　 　 取引相談（両協会合同）

2 9 日　 宮城県本部50周年記念
　 　 第3回法定研修会

12月   
 4 日　 千葉県本部30周年記念
 6 日　 理事会（総本部）
 9 日　 第2回流通推進委員会
13 日　 第6回理事会

　 　 忘年会（全日沖縄県本部）
16 日　 九州公正取引協議会理事会
17 日　 第3回流通推進委員会
18 日　 第7回組織委員会　
19 日　 月次監査　日当交通費

 1月   
 9 日　 第8回理事会

16 日　 賀詞交換会（総本部）
　 　 財務委員会（総本部）
　 　 第8回組織委員会　

17 日　 全日・保証合同役員会
　 　 全日・宅建合同会議

2 0 日　 月次監査　日当交通費
3 1日　 第4回法定研修会

　 　 全日・宅建合同会議
 2月  

 2 日　 名護無料相談
 4 日　 流通研修会
 7 日　 第6回総務委員会
10 日　 第2回流通研修会
13 日　 第9回理事会 

　 ゆい取材

17 日　 財務委員会（総本部）
19 日　 名護無料相談
2 0 日　 山口県本部40周年記念

　 　 月次監査　日当交通費
2 1日　 調印式

　 　 第2回開業セミナー
2 5 日　 愛媛県大会　打ち合わせ
2 6 日　 愛媛県大会　会場視察

　 　 取引相談
 3月  

 4 日　 ゆい　宮古島市訪問
13 日　 合同委員会
14 日　 理事会（総本部）
15 日　 菊田氏黄綬褒章祝賀会

沖縄県の賃貸住宅退去時における
現状回復のガイドライン（沖縄県ルール）を策定しました

～退去時の現状回復における補修費負担
� 及び敷金をめぐる訴訟の増加と協会・県本部の方針～

　最近の賃貸業界は、全国的に、変革の嵐が吹き荒れています。それは、退去時の補修負担
及び敷金返還をめぐる訴訟が増加の一途を辿っているのが現状です。この原因は、消費者契
約法と国土交通省のガイドライン及び少額訴訟とインターネットの普及の4つが大きく関わっ
ています。
　（公社）全日本不動産協会沖縄県本部・（公社）沖縄県宅地建物取引業協会は、こうした現状
を踏まえ、沖縄県に於ける賃貸物件の媒介・管理業務を適正に行う為に、退去時の現状回復
における補修費の負担に関するルール「沖縄県ルール」を策定し運用することにしました。家
主の皆様方にも「沖縄県ルール」を充分に理解して頂いて、適正な運用が出来ますようにこの
解説書を作成させて頂きました。
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全国47都道府県をカバーしている（公社）全日本不動産協会だから将来の事業展開も安心です！

詳細はweb、または（公社）全日本不動産協会沖縄県本部までご連絡下さい。

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！

20万円
の負担軽減

【開業までの流れ】

入会書類は直接お渡しの他、
郵送・宅配等（送料不要）でも
お送りできます。

入会のご案内

県庁へ
「免許申請」

協会事務局相談

審　査

入会審査

免許番号
の通知

承　認協会への
加入申込

入会金・年会費
等の入金

弁済業務保証金
分担金納付書の発行

開業指導・相談 免許証の交付営業開始

（あなた）

開業予定者

開業するなら今がチャンス！

あなたの開業計画を（公社）全日本不動産協会沖縄県本部がサポートします


