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迫本部長　今年度は4地域が合併し、南城市が誕
生して10周年を迎えますね。おめでとうござい
ます。本日は、この10年間、市政をけん引され
てきた市長に今後の展望をうかがいたいと思いま
す。よろしくお願いします。

古謝市長　今年度は節目の10周年となります。
この10年、佐敷、知念、玉城、大里とそれぞれ4
地域の個性を尊重しつつ、南城市としてのまちづ
くりを推進してまいりました。もともと4地域は
歴史、文化、伝統、風習など、とても近い関係に
あり「東四間切（あがりゆまじり）」と呼ばれており
ました。かつてのつながりが合併によって強固に
結びつき、「原点への回帰と自立する新たなまちづ
くり」を目指すこととなりました。地域で支え合
うコミュニティが「南城市らしさ」と考え、施策に
取り組んできたのです。

迫本部長　人口も順調に増えているようですね。
やはり合併の効果が高いということでしょうか?

古謝市長　確かに、合併後から2000人ほど増え、
現在4万2575人の市民が暮らしています。しか
し、私は単に市民が増えればいいとは考えていま
せん。それは、地域のコミュニティや風習、文化
を理解して溶け込んでいただくことが大事だと思
うからです。実際、南城市には、20年以上お住
まいになられている世帯、3世代同居のご家族の
割合が県内でもトップクラスなのです。それだけ
地域と人の密接な関係が築けているからだと思い
ます。実は、南城市の「本籍人口」は約6万人です。
約2万人が本籍を南城市に残しながら、他地域に

転居しています。特に若い世代は通勤通学のため
に市外へ転出してしまうからですが、まずは地元
へ子や孫が戻ってきやすくする施策を実施し、将
来人口は5万人を目指しております。

迫本部長　那覇市内から約12kmで、それほど遠
いわけではありませんからね。今後の都市計画と
も関わってくるのでしょうか?

古謝市長　そうですね。現在、都市計画のマス
タープランの改訂版が出来上がり、市民のみなさ
んからのパブリックコメントを求めている段階で
す。これは20年後を見据えた都市計画の基本方針、
将来ビジョンであるわけです。実は、こうした南
城市一体の都市計画が立てられるようになったの
は、「那覇広域都市計画区域」から、市単独の都市
計画への移行を働きかけたことが大きいです。平
成22年8月にそれが実現し、ようやく南城市らし
い開発と保全の両面から計画の見直しが図れるよ
うになったのです。

迫本部長　確かに、都市計画は独自性が大切です
ね。具体的にはどのようなプランなのでしょうか。

古謝市長　最大の特徴は「風致地区」を設けたこと
です。森林に覆われたハンタと呼ばれる地域や歴
史、文化遺産が分布する地域を約1100haにわた
り「風致地区」に指定しています。これは市の面積
の2割を超える面積で県内最大です。全国的にも
類がない規模ではないでしょうか。南城市は起伏
に富んだ地形で、西側を除く三方は海岸線が続き、
集落が形成されています。中央はなだらかな傾斜
地で耕作地が広がっています。高台はゴルフ場や
原野が広がり、特徴ある地域景観が形成されてい
るのです。この地域の自然を保全するためにも風
致地区の指定は大変有効な計画だと思います。開
発と保全は両輪でやってこそで、10年、20年先
を見据えた、南城市らしいまちづくりを進めてい
きたいと考えております。

古謝 景春
南城市長

迫 幸治
公益社団法人 全日本不動産協会 沖縄県本部 本部長
公益社団法人 不動産保証協会沖縄県本部 本部長

さこ  　 ゆきはるこじゃ　　 けいしゅん

南城市役所
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迫本部長　同時に、観光振興も順調のようですね。
観光資源も豊富ですし、ますます発展していくで
しょう。

古謝市長　まさに南城市は、琉球民族発祥の地
としての長い歴史と文化があります。世界文化
遺産であり、沖縄の精神文化の象徴でもある「斎
場御嶽」、数多くのグスク、そして神の島「久高
島」。多くの聖地が存在する場所なのです。合併
したことによって、南城市の観光の幅は大きく
広がったと思います。県内外からの観光客の誘
客をはかることで、南城市の活性化も進みます。
しかし、斎場御嶽に代表される沖縄の精神文化
の中心地であることも忘れてはなりません。単
純に観光客を誘致すればいいということではな
いのです。斎場御嶽を整備する一方で、学習も
していただく、入場料もきちんといただく、場
所によっては、聖域は立ち入り禁止にする、こ
のようなバランス感覚が必要なのです。半面、「知
念岬公園」や「あざまサンサンビーチ」などの整備
にも力をいれてきました。地元では当たり前と
思っている風景、自然を観光客は求めているの
です。南城市の観光資源を保全しながら、場合
によっては規制しながら、守るべきものと活用
すべきもののメリハリをつけた観光振興策を推
進していきたいと考えています。

迫本部長　市長のまちづくりに対する姿勢には一
貫性がありますね。単に都市化すればいいという
ことではなく、開発・推進していくことと保全し
ていくことが明確です。自然、文化、伝統、観光、
暮らし、産業のすべてにおいて、基本姿勢が同じ
ことに感銘を受けます。

古謝市長　ありがとうございます。まちづくりの
主人公は市民です。「誇りと希望　安らぎと生き
がい」をスローガンに、市民主役の平和で明るい
まちづくりをと言い続けています。市民と職員
が協力し合って、地域特性を最大限に活かした
「日本一元気で魅力ある南城市」をつくりたいの
です。そのベースとなっているのが、3つの基本
理念です。

「市民と共につくる元気で魅力あるまちづくり」
「誇りと希望に満ちた賑わいと活力あるまちづくり」
「人と自然、文化が調和した安らぎのあるまちづくり」

この基本理念のもとに、南城市総合計画には7つ
の基本方針を掲げています。
・地域に根ざした活力ある産業のまちづくり

・�心豊かな人勢をはぐくむ教育・文化のまちづくり
・�温もりあるふれる福寿（健康・福祉）のまちづくり
・市民と相互理解を深める交流のまちづくり
・安全で安心、快適な暮らしを支える住みよいま
ちづくり

・人の和が支える市民主役の協働のまちづくり
・市民の心で世界へつなぐまちづくり

合併から10年です。さらに地域力を磨いて、南
城市らしいまちづくりを推進していきます。実は、
「むらやー構想」というのがあります。これは地域
ごとの公民館が主体となって、暮らしだけではな
く、観光やイベントなど地域の活性化を推進する
役割を担っていただこうというものです。最初の
話に戻りますが、もともと伝統芸能を通じて、文
化的にもつながりが深い南城市だからこそできる
仕組みじゃないかと考えています。

迫本部長　官民が一体となったまちづくり。注目
される取り組みになりますね。ますますのご活躍、
ご発展をお祈りいたします。

古謝市長　ありがとうございます。「海と緑と光あ
ふれる南城市」にご期待ください。

民間企業で活躍されてから公務員に。その後市長
になられてから10年。古謝市長の市政運営には、
経営感覚が反映されているようです。合併後の南
城市の財政は大きく改善され、市長の手腕にます
ます注目が集まることでしょう。10年後にはど
んな南城市になっているか楽しみです。
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◆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。

①第1回　法定研修会　6月12日（金）　
　テーマ　外国人及び非居住者との不動産取引の　�
　　　　　注意点（源泉等）、その他税制改正
　講　師：鈴木和子税理士事務所
　　　　　税理士　鈴木　和子
・�非居住者との取引、源泉徴収の手続きの流れを事例と交
えての研修内容でした。
　�支払調書の様式種類や税率の確認の説明等もあり、質疑
応答も活発に行われました。

◆第10回　定時総会
　次の目標は会員数400社を目指し、信頼される協会運営を!

　平成27年5月15日（金）、浦添市産業振興センター結の街
において、定時総会が開催された。来賓に、沖縄県土木建
築部�建築指導課課長　立津さと
み様をお迎えし、会員総数211名
のうち出席会員13名、委任状117
名と併せて130名となる中審議が
行われ、全議案が承認された。

◆（公社）全日本不動産協会
（報告事項）
・�平成26年度事業活動報告に関する件
・平成26年度決算報告に関する件
・平成26年度監査報告に関する件
・�平成27年度事業活動計画に関する件
・平成27年度収支予算に関する件

●議事進行報告
　事業報告について當山明子総務委員長、決算報告につい
て波平忠敏財務委員長、監査報告について石川清光監事
がそれぞれ報告を行った。
　事業計画案について當山明子総務委員長、収支予算につ
いて波平忠敏財務委員長が説明・報告を行った。

（議案審議）
・�第1号議案　役員改選（案）に関する件� �
迫本部長より提案説明があり、質疑応答後疑応賛成多数
で承認された。
　�別室にて新役員による理事会が開催され、本部長：迫幸
治、副本部長：波平忠敏で決定報告が行われた。

・�第2号議案　総本部理事候補者選出（案）に関する件� �
迫本部長より提案説明があり、賛成多数で承認された。
理事：迫　幸治

・�第3号議案　代議員選出（案）に関する件� �
迫本部長より提案説明があり、賛成多数で承認承認され
た。代議員：迫幸治、木村隆宏、又吉淳

◆（公社）不動産保証協会
（報告事項）
・平成26年度事業活動報告に関する件
・平成26年度決算報告に関する件
・平成26年度監査報告に関する件
・平成27年度事業活動計画に関する件
・平成27年度収支予算に関する件

●議事進行報告
　事業報告について當山明子総務委員長、決算報告につい
て波平忠敏財務委員長、監査報告について相澤監事がそれ
ぞれ報告を行った。
　事業計画案について當山明子総務委員長、収支予算につ
いて波平忠敏財務委員長が説明・報告を行った。

（議案審議）
・�第1号議案　役員改選（案）に関する件� �
迫本部長より提案説明があり、質疑応答後賛成多数で承
認された。
　�別室にて新役員による理事会が開催され、本部長：迫幸
治、副本部長：波平忠敏で決定報告が行われた。

・�第2号議案　代議員選出（案）に関する件� �
迫本部長より提案説明があり、賛成多数で承認された。
　�代議員：迫幸治、木村隆宏、又吉淳

委員会活動報告

理事会及び各委員会の動き（平成27年4月～7月）
 4月

1日 取引相談
全国大会打ち合わせ

3日 教育研修委員会
7日 総本部教育研修委員会
9日 月次監査

総務会
総本部　理事会

10日 26年度監査
21日 取引相談委員会

 6月
1日 那覇市長表敬訪問
3日 近畿流通センター　報告会
5日 総本部　理事会
8日 月次監査
11日 流通推進委員会
12日 法定研修会

九州公正取引協議会　理事会・
総会

16日 取引相談
17日 西日本流通機構　総会
24日 総本部　理事会

東京都本部取引士法定講習視察

 5月
8日 全国大会打ち合わせ

13日 沖縄県居住支援協議会　監査
15日 理事会・沖縄県本部総会
18日 総本部　財務委員会
21日 タイムス・新報　表敬訪問（全国大会）
22日 全国大会打ち合わせ
24日 九州沖縄地区協議会　正副長会議
25日 九州沖縄地区協議会総会・

西日本流通機構役員会
29日 沖縄県コンベンションビュロー

表敬訪問（全国大会）
組織委員会

 7月
2日 全国大会青年会打合せ
3日 富山県本部50周年記念式典

組織委員会
6日 理事会

10日 総本部　理事会
24日 ゆい　取材
27日 全国大会打ち合わせ
28日 総本部　理事会

全国大会打ち合わせ

25日 総本部　総会
26日 総務委員会
29日 全国大会打ち合わせ
30日 取引相談
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役　　職 氏　　名 商　　号
本 部 長 迫　　幸治 全保連（株）
副本部長 波平　忠敏 （有）ティダエステート
理　　事 赤嶺　　剛 （有）スタプランニング
理　　事 木村　隆宏 （株）沖縄ネット不動産
理　　事 土田　英明 琉球コーポレーション（株）
理　　事 平川　　浩 （有）永代住宅
理　　事 當山　明子 （株）琉行
理　　事 屋宜　盛夫 （株）オキナ開発
監　　事 相澤　英二 さくら不動産（有）
監　　事 石川　清光 伊江島不動産

委 員 会 委 員 長 副 委 員 長
総務委員会 當山　明子 波平　忠敏
財務委員会 波平　忠敏 屋宜　盛夫

入会資格審査委員会 平川　　浩
取引相談委員会 屋宜　盛夫 志堅原　隆
教育研修委員会 屋宜　盛夫 波平　忠敏
組織委員会 赤嶺　　剛 平川　　浩
広報委員会 土田　英明 赤嶺　　剛

流通推進委員会 木村　隆宏 久場　謙孝

◎沖縄県本部委員会（委員長・副委員長）名簿

委員長からのコメント

平成27年度  新役員紹介平成27年度  新役員紹介平成27年度  新役員紹介平成27年度  新役員紹介  ご協力・ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

　沖縄県本部では、委員会活動を強化し、そ
の成果を会員の皆様に還元できる組織づくり
に努めて参る所存です。
　次の目標は会員数400社を目指し、公益目
的事業に沿って社会から信頼される協会運営
を目指してまいります。今後とも、ご支援・
ご協力を宜しくお願い申し上げます。

本部長�
迫　幸治

■総務委員会/委員長　當山　明子
今年第51回全国不動産会議が沖縄県で開催されます。テーマ「21
世紀ビジョン�世界のHUBとして求められるもの」とありますが、
全日沖縄県本部も会員の皆様のHUBとして少しでも応えられるよ
う、各委員会が活動しやすい場であるよう努めていきたいと考えて
おります。来年は沖縄県本部は10周年を迎えます。今後とも会員
の皆様のご理解ご協力を頂きながら活動してまいります。

■財務委員会/委員長　波平　忠敏
各事業が円滑に運営できるよう、公益法人会計を学び、事務処理の
改善等を目標に活動していきます。

■組織委員会/委員長　赤嶺　剛
全日本不動産協会も9年目となり、会員も本店211社、支店25社
となりました。着実に沖縄県にとっても、必要不可欠な団体組織と
して、成長発展しています。
会員一人一人が一丸となって、連携しあい消費者保護の観点から共
に進んでいきましょう。
追伸：�元気で笑顔がステキな方　組織委員にぜひ！� �

成りたいと　ご一報を～。

■入会資格審査委員会/委員長　平川　浩
年間の新規会員数35社を目指し、公正な入会審査を行い、優良会
員の加入促進に努めてまいります。

■教育研修委員会/委員長　屋宜 　盛夫
会員の皆様の業務に役立てる研修内容を実施していきます。また、
宅地建物取引士の免許更新時の「法定講習実施団体」として、今年
3月に指定通知を受領しました。研修会は会員以外の一般の方も参
加可能ですので、今年度もたくさんのご参加をお待ちしております。

■広報委員会/委員長　土田　英明
10月の全国不動産会議の沖縄県開催、来年3月には、沖縄県本部
の10周年を迎え、協会としての広報活動も、より重要になってい
ます。「全日OKINAWAゆい」も15号を発行することができました。
今後とも協会の認知度を高め、会員の皆様のお役にたてる広報活動
を進めてまいります。

■流通推進委員会/委員長　木村　隆弘
当委員会では、不動産流通の推進を目的とし、レインズやZ-Portal
等の情報化システムの活用を図るための研修会等を実施するととも
に、不動産実務に関連した情報提供を行って参りますのでよろしく
お願い致します。

■取引相談委員会/委員長　屋宜　盛夫
原状回復に関する苦情、取引相談は国交省のガイドライン、沖縄県
ルールが周知され激減されておりますが、一般消費者からそれ以外の
相談等は売買、賃貸とも日々寄せられている状況です。これからも研
修会等を通して会員の皆様へ有益な情報を提供していきながら事故を
防ぎ、苦情・取引相談等の申し出が発生しないよう努めて参ります。

ルーツホーム
代表者：阿波根　一男
取引主任者：阿波根　一男
住　所：うるま市石川白浜2-7-18
TEL：098 -964-3580

（株）ハレイワ不動産
代表者：仁科　俊樹
取引主任者：仁科　俊樹
住　所：�沖縄市照屋3-27-26
TEL：098 -989 -8405
FAX：098 -989 -8406

（株）ヘルス・フォーラム
代表者：田村　将士
取引主任者：大城　純
住　所：恩納村字瀬良垣1533
TEL：098 -982-3828
FAX：098 -982-3829

（株）ケイディエム
代表者：大嶺　実
取引主任者：新里　清
住　所：那覇市西2-2-5
TEL：098 -867-3872
FAX：098 -943 -0673

三ツ矢設計
代表者：宮里　勝
取引主任者：宮里　勝
住　所：南城市玉城字愛地427-4
TEL：098 -948 -7411
FAX：098 -948 -7411

（株）沖縄アリス
代表者：伊計　美鶴
取引主任者：伊計　美鶴
住　所：沖縄市海邦1-17-5
TEL：098 -923 -3672
FAX：098 -923 -3671

キャタリスト証券(株)
代表者：田村　敦史
取引主任者：知名　宏榮
住　所：那覇市松尾1-10 -24
　　　　ホークシティ那覇ビル5F
TEL：098 -868 -4437
FAX：098 -868 -4438

（株）那覇計算センター
代表者：山城　梨枝子
取引主任者：山城　拓三
住　所：那覇市曙2-23 -9
　　　��やまたいビル3F
TEL：098 -951-3004
FAX：098 -951-3006

New Member
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第1　はじめに

　借地借家法の解説も今回で最後となります。
今回は①定期借家権（借地借家法38条、以下単に
「法」といいます）、②取壊し予定の建物の賃貸借、
③一時使用目的の賃貸借について解説します。

第2　定期借家権

1.定期借家制度の導入
　アパートなどの建物賃貸借契約は契約期間の定
めがある場合には契約期間の満了1年前から6ヶ月
前までの契約を更新しない旨の通知により（法26
条1項）、契約期間の定めがない場合には解約申入
れから6ヶ月を経過することにより（法27条1項）、
賃貸借契約は終了しますが、実際には法28条によ
りこれらの申し入れには正当事由がないと認めら
れません。
　アパートの賃貸などの場合には賃貸人としては
なるべく長く契約を継続して欲しいと思うはずな
ので賃貸人からの解約が認められない若しくは制
限されたとしてもそれほど支障がないとも言えま
すが、例えば数年後に使用したいがそれまでの間は
使用の予定がない建物などの場合には、一定期間後
の解約が保証されないとなれば人に貸し出すこと
は困難となります。
　借地借家法が施行されたのは平成4年からですが、
制定当初は、転勤等のやむを得ない事情により自宅
を生活の本拠として使用できない場合に限り定期
借家制度が認められていました。
　しかしながら、上記定期借家制度は利用できる場
合が限られており、あまり利用されることがありま
せんでした。こうした事情を踏まえよりより柔軟な
建物賃貸借契約の道を広げるために平成11年に現
在の定期建物賃貸借制度（以下「定期借家」といい
ます）が導入されました。

2.定期借家契約が認められるための要件
　定期借家制度が認められたとはいっても、あくま
で原則は正当事由により賃貸人側からの解約が制
限されたいわゆる普通借家契約が原則です。定期借
家制度は例外的な制度なので法が定めた要件が充
足されていないと定期借家契約とは認められず普
通借家契約とみなされます。

（1）動機目的
　定期借家契約を締結するにあたっての動機・
目的は問われません。

（2）期間の定め
　定期借家契約という名前のとおり、定期借家
契約が認められるためには契約期間が明確に定
まっている必要があります。賃借人の死亡時ま
でという様な期間の定めは不確定な期間の定め
となりますので定期借家契約の要件を充足しま
せん。
　ちなみに、法29条2項により民法604条の契
約期間20年の規定の適用はないので（平成11年
の法改正）、30年、50年といった定期借家契約
も有効となります。
　また、1年未満の定期借家契約も有効です。法
29条1項は、1年未満の建物賃貸借は期間の定め
のないものとみなす旨規定していますが、定期
借家契約が認められる場合にはこの規定は適用
されません（法38条1項但書）。

（3）書面による契約
　定期借家制度は普通借家制度の例外的な制度で
あり賃借人の権利も制限されるので定期借家契約
は必ず書面で契約する必要があります。
　これは単に延長しない旨を書面で合意するだ
けではたりず、賃貸借契約全体を書面で行う必
要あります。
　賃貸借契約そのものは口頭での合意でも締結
できますので、定期借家契約を書面締結したと
認められない場合には普通借家契約を締結した
ものとして取り扱われます。
　なお、法38条1項は「公正証書による等書面
によって契約する時に限り」と規定しています
が、公正証書は書面化の例の一つであり公正証書
以外の契約書でも問題ありません。

（4）更新がない旨の定め
　定期借家契約として取り扱われるためには、
当該契約書に「この契約には更新がなく、期間
の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の
定め」がなされている必要があります。これは定
期借家契約の絶対的な記載事項でありこの記載
がないと定期借家とは認められません。

第13回目
借地借家法について（その10）
ふじ法律事務所

（公社）全日本不動産協会沖縄県本部

レクチャーLecture
不動産事業所
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（※お問い合せは24時間受付）
URL:http://www.fuji-law.com/

事
務
所顧問弁護士　 藤田 雄士

ふじた　ゆうじ
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（5）説明書の交付
　定期借家契約が認められるためには、契約書
に更新がない旨の記載があるだけでは足りず、
これとは、①この賃貸借契約が法38条1項に定
める定期借家契約であること、②契約の更新が
ない旨の特約があること、③期間満了により契
約は終了することを記載した書面を交付して説
明することが必要となります（法38条2項）。
　この書面は予め交付する必要があるので定期
借家契約締結に先立って書面を交付して説明す
る必要があります。
　また、この説明書は契約書とは必ず別個に交
付する必要があります。契約書の中に定期借家
契約であることの説明があればよいか、それと
も別個に説明書が必要かという問題は裁判で争
われましたが、最高裁は、平成24年9月13日、
法38条の2項の説明書は賃貸借契約書とは別個
に作成交付する義務があることを認めました。
実務上は、単に説明書を交付しただけでは、後
日賃借人が受け取っていないと言われた場合に
証明する手段がありませんので、賃借人から、
当該説明を受けまた説明書の交付を受けた旨の
書面に署名捺印をもらっているのが一般だと思
います。

3.定期借家契約の終了手続き
（1）契約終了の通知義務
　定期借家契約が有効に成立した場合でも期間
満了と同時に当然に終了ということにはなりま
せん。この場合でも、賃貸人は契約期間満了の
1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対し、
期間の満了により契約が終了する旨の通知をす
る必要があります（法38条4項）。期間が1年未
満の定期借家契約については通知義務が免除さ
れています。

（2）�通知が契約期間満了前の6ヶ月を経過した後に
行われた場合
　1年以上の定期借家契約で、仮に、通知が1年
前から6ヶ月前までの期間を経過した後に行わ
れた場合には、当該通知が到達してから6ヶ月
が経過した時点で賃貸借契約期間の満了となり
ます（法38条4項但書）。

（3）通知が契約期間経過後に行われた場合
　定期借家契約の期間が満了した後に契約終了
の通知が行われた場合にも通知から6ヶ月が経
過した段階で契約が終了するかは一つの問題で
す。これを無制限に認めると一旦定期借家契約
を締結しておければ、いつでも通知を出すこと
で6ヶ月後に契約を終了できることになり賃借
人を著しく不安定な立場に置くことになります。
　下級審の裁判では契約期間満了後の比較的短
期間のうちに終了通知を出した事案では契約の

終了を認めたものがありますが最高裁の判決は
出ていないので未だ未確定の問題と言えます。

（4）転貸借がなされている場合
　なお、建物が転貸されている場合には、賃借
人だけでなく転借人に対しても通知を行う必要
があります（法34条）。

4.賃借人からの契約の終了
　賃貸借契約の終了は賃貸人からの終了の申し出
による場合が通常問題となりますが、実際には賃借
人からの終了の申し出が問題となる場合も多々あ
ります。
　一般的なアパートの賃貸借契約では、賃借人から
の解約申入権（ 1ヶ月前の告知により終了する例が
多いと思います）を定めているので問題ありません
が、仮にこの解約申入権の規定がないと賃借人も契
約期間中地位借する義務を負うことになります。
　法38条5項は、定期借家でかつ居住の用に供す
る200平方メートル未満の建物については、転勤、
療養、親族の介護その他やむを得ない事情により生
活の本拠として使用することが困難になった場合
に限り、解約申入れから1ヶ月を経過することによ
る契約の終了を認めています。
　この規定は裏を返せばそれ以外の建物賃貸借契
約では賃借人からも解約申入れが当然に認められ
るものではないことを意味しており重要な規定と
いえます。

5.強行法規規定
　法38条6項は、定期借家の終了手続き（法38条4
項）と賃借人からの解約申入れによる定期借家契約
の終了規定（ 38条5項）について、同条同項に定め
る以上に賃借人に不利な合意は無効とする旨定め
ています。

6.賃料改定特約
　賃料を増額しない特約以外の賃料改定特約は、法
32条の賃料増減額請求権を排除できないのが原則
ですが、定期借家契約については、例外として当事
者間の賃料改定特約を有効としております。

第3　取壊し予定の建物の賃貸借

　法令又は契約により一定期間を経過した後に建
物を取り壊すべきことが明らかな建物について賃
貸借契約を締結する場合には、建物の取り壊すこと
になる時に契約が終了するとされています（法39条）。
　定期借地契約に基づき建築された建物を賃貸す
る場合や、建物賃貸借契約締結前に地主との間で合
意若しくは債務不履行により土地を明け渡す旨の
合意がある場合、売却済みの土地について引き渡し
前一定期間の猶予がある場合などにこの規定が用
いられることが想定されています。
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　&　 不動産業者の税務手続に
関するマイナンバー制度の取組み
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

Q A

住民票を有する国民と、中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方全てに12桁の個人番号、設立登記法人
には13桁の法人番号が平成27年10月から順次、市町村から通知されます。そして、平成28年1月から
社会保障関係及び税務手続（申告書、申請書、届出書、年末調整事務、支払調書の提出業務など）をするため
には、この番号が必要となります。そして、個人事業者や法人（会社）はマイナンバーの管理者になりますので、
法律（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）に基づき次のような点に注
意して準備を進めていく必要があります。

　大変そうですが、規定の様式や作成文書のひな型は、参考書やホームページ等で入手することが出来ます
ので、税理士等の専門家にご相談下さい。

（手順）

マイナンバー制度の説 明会に行きましたが、具体 的に会社が何をすればいいのか心 配です。Q1

A

- 1 - 

2015 年 7 月 31 日 

鈴木和子税理士事務所 

所長 鈴木 和子 

那覇市壺川 1-1-15 ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ 202 
TEL: 098-835-9270 
WEB ｻｲﾄ http://www.tkcnf.com/ksuzuki/pc/ 

 

Ｑ＆Ａ 不動産業者の税務手続に関するマイナンバー制度の取組み 

 

Ｑ１ マイナンバー制度の説明会に行きましたが、具体的に会社が何をすればいいのか心

配です。 

 

Ａ 住民票を有する国民と、中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方全てに 12 桁の個人

番号、設立登記法人には 13 桁の法人番号が平成 27 年 10 月から順次、市町村から通知さ

れます。そして、平成 28 年 1 月から社会保障関係及び税務手続（申告書、申請書、届出

書、年末調整事務、支払調書の提出業務など）をするためには、この番号が必要となりま

す。そして、個人事業者や法人（会社）はマイナンバーの管理者になりますので、法律（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）に基づき次のよ

うな点に注意して準備を進めていく必要があります。 

 

（手順） 

 大変そうですが、規定の様式や作成文書のひな型は、参考書やホームページ等で入手す

ることが出来ますので、税理士等の専門家にご相談下さい。 

 

Ｑ２ 不動産業者として特に注意すべき点はどのようなことですか？ 

 

Ａ 不動産の事業者が税務署に提出するマイナンバーの記載が必要な書類は概ね次のよう

なものがあります。 

○法人税・消費税関係 

 ・申告書、各種申請書・届出書（個人事業主本人又は法人の マイナンバー）

 

とにはなりません。
　賃貸借契約期間を限定したい場合には、通常定期
借家契約を利用すれば対応できますので、法40条
の一時使用目的の賃貸借の規定が適用される場面
はかなり限られていると言えます。

第5　その他

　借地借家法は51条までありますが、法41条から
51条までの規定は借地条件変更のための手続的規
定であり日常の業務で理解しておく必要は低いと
思われますので説明は割愛させて頂きます。

第6　最後に

　以上で借地借家法についての解説は終了です。

　この様な場合でも通常は定期借家制度を利用すれ
ば事足りますので利用される場面は限られていると
言えます。

第4　一時使用目的の建物の賃貸借

　一時使用のため建物を賃貸したことが明らかな場
合には法26条から39条までの全ての規定の適用が
排除されます（法40条）。
　一時使用目的の有無は、賃貸借の目的、動機その
他諸般の事情から、客観的にその賃貸借を短期間に
限り存続させる趣旨のものである否かにより判断さ
れます。想定しやすい例としては選挙事務所の例が
挙げられます。
　契約書に「一時使用」という文言があるからと
いって、直ちに一時使用の借家契約と判断されるこ
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不動産の事業者が税務署に提出するマイナンバーの記載が必要な書類は概ね次のようなものがあります。

○法人税・消費税関係
・申告書、各種申請書・届出書（個人事業主本人又は法人のマイナンバー）

○源泉所得税関係
・各種申請書・届出書（個人事業主本人又は法人のマイナンバー）
・給与所得者の扶養控除等申告書（役員、従業員、その扶養親族のマイナンバー）
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書（配偶者のマイナンバー）
・退職所得の受給に関する申告書（退職者のマイナンバー）

○法定調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（個人事業主本人又は法人のマイナンバー）
・給与所得の源泉徴収票（給与受給者のマイナンバー）
・退職所得の源泉徴収票（退職所得受給者のマイナンバー）
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（税理士、司法書士、不動産鑑定士、測量士、建築士等の専門

家のマイナンバー）
・不動産の使用料等の支払調書（地代家賃を支払った相手のマイナンバー）
・不動産等の譲り受けの対価の支払調書（不動産の対価を支払った相手のマイナンバー）
・不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書（不動産売買又は賃貸借の・あっせん手数料として
支払った相手のマイナンバー）

　・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書（配当等を支払った相手のマイナンバー）

不 動産業者として特に注 意すべき点はどのようなことですか？Q2

A

マイナンバーの不正使用を防止する観点から、懲役刑を含む格段に重い罰則規定があります。マイナン
バーを管理する事業者に関連する罰則は次のとおりです。なお、罰則の対象は違反した法人、法人の代
表者や従業員など直接違反行為をした個人も対象となっています。

（罰則　抜粋）

違反行為 法定刑

1 個人番号利用事務に従事する者が、正当な理由
なく、特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、
又はこれを併科

2 上記の者が、不正な利益を図る目的で提供、
又は盗用

3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に�
処し、又はこれを併科

3 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する
者が、その事務に関する秘密を漏らし、又は盗用 同上

4
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は
財物の窃取、施設への侵入等により、不正に�
マイナンバーを取得

3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金

5 偽りその他不正の手段により通知カード又は
個人番号カードを入手 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

※個別の判断については税務署の「税務相談室」や税理士にご相談ください。

マイナンバーに関する罰則規 定はあるのですか？Q3

A
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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

入会諸費用20万円減額中!! 平成28年
9月30日まで

開業キャンペーン

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


