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迫本部長　2016年のインタビュー以来、2回目に
なります。前回伺ったときは、新空港が開港したば
かりでした。市街地へのアクセス道路の整備が進ん
でいるようですが、現在の状況はいかがですか？

中山市長　計画では新空港開港と同時期に、アク
セス道路も開通の予定でしたが、少し延びまして、
2020年3月には開通の予定です。それに伴って、
現在、空港跡地の開発計画も具体化してきていまし
て、八重山病院の移転など動き始めています。旧空
港跡地に関しては、国と県が地権者なので、かなり
スムーズに事が運ぶことができています。

迫本部長　アクセス道路ができれば、空港から市街
地までの時間が短縮されて、ますます活性化しそう
ですね。空港跡地は広大な開発になりそうですが、
具体的な計画を教えていただけますか？

中山市長　空港跡地周辺を一体開発することになっ
ておりまして、市庁舎の移転のほか、住宅地整備、
商業施設などゾーニングをしっかりと行った都市計
画を策定しています。新市庁舎は2018年に着工、
2020年の完成予定で、設計は東京オリンピックの
新国立競技場と同じ隈健吾さんです。新国立競技
場と合わせて、石垣市庁舎も見学に来てくれるとい
いですね（笑）。というのも、今回の設計は、石垣
島ならではの特徴があります。沖縄伝統の赤瓦を使
いますが、漆喰を使わない新たな工法を開発しまし
た。内装材としてリュウキュウマツなどの島産の材
を使ったり、「ひんぷん」を設置したりと、島の集落、
街のような配置になっています。コンサートが開け
るホールは、市民が楽しく交流できる場所になるは
ずです。海抜26メートルの立地に地上3地下1階建

てですから、津波対策としても十分で防災拠点とし
ての役割も担っていきます。

迫本部長　それは、市役所への就職希望者が増えそ
うですね（笑）雇用といえば、石垣市は有効求人倍
率が2014年12月以降、1倍超が続いているそうで
すが。

中山市長　はい、そうです。公共事業だけではなく、
ホテルや商業施設の建設も進んでいますので。喜ば
しいことではありますが、人材不足解消も重要で、
子育てで頑張っている女性が就業しやすい環境づく
りを推進しています。たとえば全国的に待機児童の
問題がありますが、石垣市では、認可保育園を増や
すとともに、保育士育成の養成講座を開講したり、
保育士の移住支援を行っています。県外からは準備
金として50万円、県内からは40万円を用意し、待
機児童解消と保育士確保に努めています。

迫本部長　それは相当な反響があったのではないで
すか？

中山市長　保育士についてはこの1年で70名ほど
増員することができました。なかには新卒で石垣島
に移住された方もいます。家庭の事情で進学をあき
らめたという人でも、専門学校に通える、地元で保
育の仕事に就けるということは、これからの石垣市
の発展に欠かせないと考えています。待機児童も
2018年中にはゼロにできる予定です。

迫本部長　現在の人口は約4万9000人ということ
ですが、ますます石垣島に住みたい、という方が増
えそうですね。

中山市長　ひところの移住ブームは落ち着きまし
たが、それでもひと月に50名ほど増加しています。
合計特殊出生率も全国でトップクラスの2.06。自
然増で人口が増えていくことは、喜ばしいですね。
ただ、離島はどこでも同じですが、高校を卒業した
ら、島を離れる子どもたちが多いのも事実です。石
垣島では約6割の子どもたちが、島に戻ってきてく
れますが、それでも人材不足は避けられません。島
での雇用を拡大していくために経済発展が重要だと
だと考えています。

迫本部長　インバウンドも拡大しそうですね。海外
からのクルーズ船の入港数が年々増えていると聞い
ております。

中山市長　2017年は、137万6千人が石垣島への
観光に訪れてくれました。大型クルーズ船が着岸で
きるように、今、出島のような形で新しいパースを
建設しています。これは4月から供用開始の予定で、
15万トンのクルーズ船が入港可能になります。一
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度に3500人が訪れることになります。パース建設
のほか、人工ビーチを造成しホテルの誘致も進めて
います。約70ヘクタールに及ぶ開発です。

迫本部長　一大高級リゾート地となりそうですね。

中山市長　そうですね。ただ、石垣島の良さという
のは、手つかずの自然が残っていることです。海も
山も自然を守っていくことは大切な島の思いです。
観光で訪れる方も、そうした石垣島だからこそ、多
くの方がいらしてくれるわけですから。街中は活気
にあふれ、世界有数の自然がある。そのバランスは
大事にしていきたいですね。

迫本部長　国際線ターミナルの拡張もされるという
ことですが。

中山市長　2016年に石垣―香港の直行便が就航し、
海外から直接、石垣島にいらしていただけるように
なったのですが、現在の国際線ターミナルでは手狭
だということで、現状の約3倍の広さにする予定で
す。観光客だけではなく、新石垣空港は、「税関空
港」の指定を受けましたので、物流の拠点にもなり
うるのです。アジアゲートウェイ構想です。実際に、
2017年に、香港への第一便を出すことができまし
た。国内線もこれまで季節運航だった路線が通年に
なるなど、石垣島の玄関口として、整備を進めてい
きます。西表島が世界自然遺産に登録される予定で
すので、石垣島での受け皿づくりを、しっかりやっ
ていきたいですね。

迫本部長　これまでと、人の流れもずいぶん変わっ
ていくのでしょうね。

中山市長　まさに、その点です。市民の生活範囲
はぐっと広がります。空港跡地周辺には郊外型の
ショッピングセンターや商業施設が計画され、経済
的な発展は加速化するでしょう。その一方で、市庁
舎移転後の跡地開発、島の西側をどう活性化させる
のか、これが今後の課題となっています。

迫本部長　景気のいいお話が盛りだくさんで、これ
から石垣島がどう発展していくのか、楽しみです。

中山市長　2017年は市制70周年で、29の事業を
推進してきましたので、本当に目まぐるしかったで
すね。インフラ整備といった大きな事業から、観光
イベントまで、目白押しの1年でした。

迫本部長　エネルギッシュでパワフルな市長のも
と、職員のみなさんも大変だったのではないですか
（笑）

中山市長　そうかもしれません（笑）。幸い、「石垣
島ブランド」はすでに定着していますので、あとは、
どうブラッシュアップさせていくかということで、
職員一丸となって、積極的にアイデアを出し、面白
いものは即採用するスピード感も大事にしてきまし
た。一番ユニークで反響が大きかったのが、「世界一
　提出困難な婚姻届けを出すツアー」ですね。石垣
島に到着し、山に登り、カギを見つけ、海に潜って
カギを開けると、中に婚姻届けがあるという。ご夫
婦の絆を深めていただき、石垣島の魅力に触れてい
ただこうと。それにしては、少々シンドイかもしれ
ないですね（笑）

迫本部長　そうした自由な発想が活性化の源なんで
すね。今後の中山市長のご活躍、お祈りしています。
本日はありがとうございました。

中山市長　ありがとうございます。第4次後期5カ
年計画がスタートしています。引き続き尽力してい
きたいと思います。

長期にわたって計画されてきた新しい石垣島の姿
が、ようやく形になってきたことを、今回の訪問で
実感しました。
中山市長の行政手腕と職員みなさんのアイデア、実
行力に敬服しました。もはや沖縄県の枠組みを越え
て、アジアゲートウェイとしての石垣島のポジショ
ンは、今後ますます重要になってくるでしょう。

新庁舎完成イメージ図新庁舎完成イメージ図
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第1　法定利率及び中間利息に関する改正条文

　今回の改正では法定利率に関する規定が改正さ
れました。条文の内容は以下のとおりです。
1　現行民法404条（法定利率）
　利息を生ずべき債権について別段の意思表示が
ないときは、その利率は、年5分とする。
2　改正民法404条（法定利率）

①利息を生ずべき債権について別段の意思表示
がないときは、その利率は、その利息が生じ
た最初の時点における法定利率による。

②法定利率は年3％とする。
③前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務

省令で定めるところにより、三年を一期とし、
一期ごとに、次項の規定により変動するもの
とする。

④項以下・・・省略
3　改正民法417条の2（中間利息控除）/新設

①将来において取得すべき利益についての損害
賠償の額を定める場合において、その利益を
取得すべき時までの利息相当額を控除すると
きは、その損害賠償の請求権が生じた時点に
おける法定利率により、これをする。

②項・・・省略

第2　改正の必要性

1　利息を生ずべき債権とは
　利息を生じる債権には、当時者の合意による場
合（約定）と法律の規定による場合（法定）の2種類
があります。
　皆さん利息と言えば貸金を思い浮かべると思い
ますが民法上、貸金は（金銭）消費貸借契約として

位置づけられます。消費貸借契約においては利息
を支払う旨の合意がなければ利息の請求はできま
せん。金銭消費貸借契約における利息は約定によ
り利息が生じる例となります。
　他方、当事者の合意がなくても利息の発生が認
められている場合があります。契約解除により金
銭を返還する場合には、受領時からの利息を付し
て返還する旨規定しています（民法545条2項）、
金銭債務の不履行の場合における損害賠償算定に
ついても法定利率の規定である404条が適用され
ます（民法419条）。これらは法律の規定（法定）に
より利息が発生する例となります。交通事故によ
る損害賠償債権は不法行為債権ですが、不法行為
債権については発生と同時に履行遅滞（債務不履
行）に陥るとされていますので、発生と同時に法定
利率である年5分の利息（遅延損害金）を請求でき
ることになります。
2　改正の必要性（法定利率について）
　この法定利率の規定ですが法律的な解釈は難し
くありませんが、金銭請求が大半な裁判実務にお
いては大きな意味をもっています。現在の銀行の
預金利率は0.001％前後であることから、1000万
円を預託したとしても発生する利息は年100円前
後です。しかしながら、例えば平成29年1月1日
に交通事故で1000万円の損害を負った場合を例に
とれば、平成30年12月31日経過段階での相手方
への利息（遅延損害金）の請求額は1000万円×5％
×1（年）＝50万円となります。100円と50万円と
は実に5000倍の違いあります。ちなみに、バブ
ル経済の時期には銀行金利が8％を超えていた時
もありましたので、この時期には法定利率と銀行
金利が現在とは逆の状況にありました。

第21回目
債権法改正について（その3）
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6-11-42 ウィステリアコート1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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3　改正の必要性（中間利息の控除）について
　中間利息の控除という考え方はあまりなじみが
ないと思いますが、裁判実務では交通事故で後遺
症を負った場合における損害賠償の計算に際して
頻繁に用いられます。交通事故で後遺症を負った
場合には将来の収入減少という損害が発生します
ので、その損害（逸失利益）を請求できますが、そ
こでの損害はあくまで将来の損害なので単純に将
来分をそのまま被害者が請求できるということに
はなりません。例えば事故から10年後における逸
失利益が100万円あるとしても、そのお金を10年
前である今渡してしまうと被害者は本来生じるは
ずの10年後までの間、100万円を運用できるとい
う本来の損害以上の利益を受けることになります。
このため裁判実務では、損害の公平な分担という
観点から、10年後に生じるであろう100万円の損
害を現在価値に計算し直す作業が必要となります。
この計算に際して用いられる数値がライプニッツ
係数とか新ホフマン係数という数値です。ライプ
ニッツ係数と新ホフマン係数の違いは前者が複利
計算、後者が単利計算という点にありますが、こ
の計算の際に用いられる利率が現在の運用では法
定利率である5％になっています。
　現在の100万円を年5％の複利（ライプニッツ方
式）で運用した場合の10年後の金額は（100万円×
1.05×1 .05・・というように1.05を10回掛けます）
≒155万1328円になります。この計算で十年後
の金額が100万円になる現在の金額は64万4609
円（ 64万4609円×1.05×1 .05・・・合計10回掛
ける）です。年5％の複利運用を前提とすれば10年
後の100万円を現在支払うとすれば64万4609円
でよいというのが現在の裁判実務の考え方です。
　しかしながら、法定利率の改正の必要性のとこ
ろで述べたとおり現在の銀行金利を前提とすれば
年5％の運用は特別な投資等を行わない限りきま
せんので、必要以上に将来価値が割り引かれてい
るという意見も強くありました。
　そこで、法定利率の改正に際して、従前は条文
になかった中間利息の控除についての規定を設け
新たな法定利率に基づき中間利息を計算する旨の
規定を設けております。

　ちなみに、年3％の複利運用で10年後に100万
円となる現在の金銭価値は約76万6416円、年1％
の場合は約91万4340円となります。現在の銀行
金利を前提とすればほぼ運用はできませんので、
10年後の100万円を現在の価値に置き換えてほぼ
100万円ということになると思います。

第3　改正の内容

1　法定利率について改正内容（404条/419条）
　今回の改正では法定利率を5％から3％に引き下
げると同時に、3年に1度の割合で、短期貸し付け
の平均金利を参考に一定の計算で算定することに
なりました。但し、複数の見直し期間にまたがる
場合には利息の計算が複雑になることも想定され
るので、法定利率の適用は利息／遅延損害金が発
生した最初の時点における利率が適用されること
になりました。
　年3％の法定利率の時代に交通事故の被害を受
けた者は、その後、法定利率がその後1％に改定
されたとしても、利息（遅延損害金）発生時（＝交
通事故発生時）の利率である年3％で請求できると
いうのがその趣旨です。
2　中間利息の控除（417条の2）
　中間利息の控除にあたっても法定利率が適用さ
れることが明記されました。
　控除の対象が、異なる法定利率の期間にまたが
る場合でも、その期間毎に計算する必要はなく、当
該損害賠償請求権が発生した時点の法定利率に基
づき、中間利息を控除することが明記されました。

第4　改正の影響

　今回の法定利率の改正と中間利息控除に関する
規定の創設により一番影響を受けるのは交通事故
による損害賠償事案（後遺症がある場合）ではない
かと思われます。
　法定利率の引き下げは、前記計算で示したとお
り賠償額の増額を意味しますので、自動車損害賠
償保険の保険料の算定にも相当程度影響が及ぶの
ではないかと推測されています。
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　&　  
今さら聞けない相続の基本知識

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

　平成 27年 1月から相続税が改正されて、課税される人が増えたせいか相談事案が多くなっているようで
す。必要以上に心配される方もいれば、心配した方が良い場合もあります。また、税金は出ないけれど相
続の名義変更で苦労をされる方もいます。
　もう一度、相続についておさらいをしましょう。法定研修で使用したテキスト「平成 29年度版不動産税
制の手引き」（以下「手引き」といいます。）の参照頁を示していますので、詳しくはテキストをご参照く
ださい。

　相続税の計算は、原則、相続時点の財産と債務を総ざらいして、基礎控除（＊１）を超える場合に申告と納税（＊２）の心

配をしなければなりません。（「手引き」P97)

（＊１）基礎控除額の計算

3,000 万円＋ 600 万円×法定相続人の数

　つまり、もし法定相続人が３名である場合は、基礎控除額は 4,800 万円となり、相続時点の財産の評価額が 4,800 万円に

満たない場合は、申告も納税も心配する必要がありません。

（＊ 2）相続税額の目安

相続税額の早見表（「手引き」P100)

判断❷　相続税の申告と納付期限を押さえておきましょう

　相続税の申告と税金の納付期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内になっています。調査や、財産の分割協
議などの調整には時間がかかりますので、早めに作業に着手し、税理士などの専門家に相談しましょう。（「手引き」P113）

判断❸　どのような財産や債務があるか調べたことがありますか？

　つまり、財産や債務の内容や評価額がわからないと、「判断❶」から進まなくなってしまいます。相続人の方が積極的に財

産調べをするのは調べられる人の心証を気遣うと難しいものです。できれば、財産をお持ちの方がお元気なうちに自ら調べて

おいてもらうのが望ましいです。

判断❶　相続税申告や相続税について心配する必要があるか早めに調べておきましょう！
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【財産の例】土地、建物、有価証券・出資金、預貯金、貸付金
　　　　　 ゴルフ会員権、生命保険金、生前贈与した財産
【債務の例】借入金などの負債
※財産の評価方法はそれぞれの財産ごとに決まりがあります。（財産評価基本通達）概要は「手引き」P101 ～を参照して概

　算計算してみましょう。

判断❹　特に不動産の評価額を知っておくことは重要です。

　調べる大きなポイントとしては、他の財産に比べ評価額の大きい不動産のリストを作成しておきましょう。どのような不動

産があるかは、次のような資料から手がかりがつかめます。そして、評価計算に必要な資料も集めておきましょう。

　・確定申告書の不動産所得の内容から
　・固定資産税通知書から
　・登記情報（全部事項証明）
　・公図、地積図、航空図面
　・借地、借家の場合は賃貸借契約書

※次のような不動産は、相続や贈与を行う場合に手続きに手間がかかったり、評価上不利になったりする場合がありますので、

　該当する不動産がある場合には、早めに状況を改善させておきましょう。

　・隣地との境界線が確定していない土地
　・借地人や借家人との間で地代や家賃を適正額で取引していない場合
　・賃貸借契約書が作成されていない土地建物
　・未登記の建物
　・亡くなった方の名儀のままで放置している物件
　・保険のかかっていない古い建物
　・確定申告がされていない賃貸物件

判断❺　現金・預貯金の家族間の移動は気をつけましょう！

　相続税の税務調査で最も指摘される項目は、意外ですが、現金・預貯金の申告漏れです。

現金・預金の流れで注目されるものの例は次のとおりです。

　・過去に家族間口座に移動したもの
　・贈与税の申告をしていなかった預貯金
　・多額の金額の出金
　・タンス預金
　・年間の収入金額から想定して残高が極端に少ない場合

※以上の項目の中で、更に詳しく知りたい場合や、注意事項に該当する場合には、相続が発生する前に、
　税務署や税理士に相談して対応策をとるようにしましょう！
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た。H29.10月にリニューアルした「ラビーネット登録・
検索システム」は、動画登録も2点掲載が出来るよう
になり、更にYouTubeにアップすることも可能になりま
したので、是非ご活用ください！また、H29.10月より
運用開始となりました「賃貸取引に係るＩＴ重説」も全
日推奨「Skype for Business（有料）」を実演し、国
交省からのガイドラインに沿いIT重説に求められる機
能や機器等について説明を行いました。
　会員業務支援のコンテンツは随時追加されます。各
サイトに再ログイン不要（シングルサインオン）で利便
性アップ！是非ご利用ください。

『不動産広告について』
～これだけは知っておきたい不動産広告の規約！～

不動産広告には、消費者保護を目
的として、その表示方法などに関
していくつかの規制があります。
ひとつは、宅地建物取引業法によ
る規制で、誇大広告の禁止や広
告の開始時期の制限などが定め
られています。また、公正取引委
員会の認定を受けた業界の自主
規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」では、
広告の表示の仕方や基準などが定められています。
表示規約によって、不動産広告では「おとり広告」が
禁止されています。おとり広告とは、実際には取引でき
ない物件（架空物件や契約済みの物件、契約する意思
のない物件など）の広告のことで、集まった客に他の
物件を紹介して取引することを狙いとする悪質なもの
です。

物件を優良に見せるための不当
な比較広告、誇大広告、虚偽広告、
実際の物件よりも著しく優良であ
ることを示す優良誤認表示など
も禁止されていますので、ご注意
ください。
詳しくは、不動産公正取引協議
会連合会「公正競争規約の紹介」
をご確認ください。

委員会活動報告
◆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。

第4回　法定研修会　1月23日（火）
　今回は、今年度6大
都市で開催されました、
賃貸管理業の基本から
学べる全日主催「賃貸
管理基本講習」を、ｅ
－ラーニングで開催い
たしました。賃貸管理
業を始めようとしている
方、賃貸管理業の基礎
を学びたい会員の皆様
を始め、一般の方にも多数ご参加いただきました。
研修中は、メモを取られる方も多く、是非今後の業務
に役立てていただきたいと思います。

＜宅地建物取引士法定講習＞
　1月22日（月）に、宅
地建物取引士法定講習
を浦添市産業振興セン
ター結の街で開催しま
した。
　講習では、「宅地建物
取引士の使命と役割」、

「改正法令の主要な改
正点と実務上の留意事項（宅建業法、建築基準法）」、「紛
争事例と関係法令（宅建業法）」、「改正税制の主要な
改正点と紛争事例」の講義を行い、132名の方が受講
しました。
　平成30年度の法定講習開催日程は、当県本部ホーム
ページで告知させていただきます。

ラビーネットＰＣ実務研修会　2/6（火）
　今回は、好評につき『ラビーネット』研修第2弾とし
て、この1年を掛けて順次リニューアルされた業務支援
ポータルサイト『ラビーネット』全般のパソコンを使った
実務研修を開催しました。“使って便利”な様 な々コン
テンツのご紹介、「登録・検索システム」については、
自社マスタ管理から始まり会社情報なども消費者への
PRとして活用できる各項目を説明し、サンプルデータ
を基に入力を行っていただきました。3パターンの登録
方法を用いた画像登録や物件の公開指定の手順、注
意事項の説明などメモを取る会員の方が多く見られまし
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◎免許更新会員のお知らせ（Ｈ30.4月～6月）
免許更新申請は、免許満了期日の90日前から30日前まで受け付けていますので早めにご準備ください。

エルライト株式会社
代表取締役：山城　興治
取引士：山城　興治
モットー：三方よし（売り手よし・買い手よし・世
間よし）
住　所：那覇市泉崎2-4-9 1F
TEL：098 -834-8040
FAX：098 -851-3090
趣　味：オカリナ・読書・ウォーキング

株式会社モリエステート
代表者：平良　盛彦
取引士：平良　盛彦
住　所：那覇市安謝617番地192
TEL（FAX）：098 -861-6188

New Member
ＰＬＵＳ　ＯＮＥ
代表者：饒平名　康太
取引士：饒平名　康太
住　所：浦添市城間4-1-9　102号
TEL：098 -988 -8630
FAX：098 -988 -8631

株式会社　DELL　Co.,Ltd
代表者：奥松　謙一
取引士：島田　淳史
住　所：沖縄市知花6 -40 -15　金城ﾋﾞﾙⅡ　2F
TEL：098 -923 -0190
FAX：098 -923 -0191

株式会社エコー・プロセス
代表者：前田　順光
取引士：花城　泰葉
住　所：豊見城市字座安334　2F
TEL（FAX）：098 -987-1964

かいほう東建株式会社
代表者：東恩納　英樹
取引士：宮城　政也
住　所：浦添市屋富祖4-7-17　202
TEL（FAX）：098 -875 -2316

株式会社みなみ不動産
代表者：照屋　光成
取引士：照屋　光成
住　所：那覇市泊1-15 -9
TEL：098 -858 -0730
FAX：098 -987-0216

ファイネス不動産株式会社
代表者：山城　豊
取引士：山城　豊
住　所：沖縄市登川3 -9 -6
TEL：098 -989 -5501
FAX：050 -3737-2906

(株)えいち・あい・エステート
代表者：下地　真二朗
取引士：島尻　喜美子
住　所：浦添市牧港1-56-5　大永ﾏﾝｼｮﾝC306
TEL：098 -875 -5582
FAX：098 -894-3711

合同会社Ｓｈコーポレーション
代表者：新屋　音
取引士：石原　未奈
住　所：北谷町伊平421-7　大松ビル201
TEL：098 -959 -2734
FAX：098 -936 -5255

※更新対象会員の皆様には、後日事務局より更新案内のお知らせ文書を発送いたします。所在地や代表者等の変更が生じた場合は、更新前に届出が必要です。事務局までご連絡ください。

Ｉ・Ｓハウジング

(株)いしがき不動産

沖縄第一不動産(株)

合同会社スマート

H30.4. 2

H30.4. 5

H30.5. 2

H30.5. 2

ワンズトラスト(株)

(株)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

(株)ゴールデンウッズ

(株)ウッドハウジング沖縄

H30.6.21

H30.7.14

H30.5. 7

H30.6.10

免許期日商  号 免許期日商  号

免許更新会員

お知らせ！
全日沖縄県本部テレビＣＭ、絶賛放送中！

OTV沖縄テレビ、RBC琉球放送にて、2018.1.16～3.15の期間
テレビＣＭを放映しております。

ぜひご覧ください。

理事会及び各委員会の動き（平成30年1月～2月）

2月

1月
  9日  沖縄県本部 理事会
16日  総本部 理事会
 新年賀詞交歓会
22日 宅地建物取引士
 法定講習会   1日  総本部 総務委員会

23日 第4回 法定研修会
25日 不動産無料取引相談
30日  取引相談委員会

  6日  第2回 流通研修会
  9日  公取 沖縄地区調査
 指導委員会
15日  取引相談委員会
20日  弁護士無料法律相談会
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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30年
3月31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


