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土田本部長　これまで各自治体の市長の皆さまに
町づくりの現状と展望などをお聞きしてきました
が、沖縄の未来を知る上で、市長だけではなく、民間、
各業界のキーマンにお話を伺うことも大事である
ということで、まずは、沖縄観光コンベンション
ビューローの平良会長にお話を伺わせていただき
ます。お忙しい中、ありがとうございます。

昨年度は、約958万人と過去最大の沖縄入域観光
客数になりました。沖縄県では2021年の数値目標
として1,200万人、観光収入1兆1,000億円と打
ち出しています。その目標達成のために、沖縄観
光コンベンションビューロー（以下、OCVB）として、
どのように観光プロモーションをされていくのか、
また、観光振興と連動して、われわれ不動産業界
が対応すべきことをご教示いただければと思いま
す。よろしくお願いします。

平良会長　沖縄県の第5次沖縄県観光振興基本計
画では、2021年までの目標を掲げていますが、観
光プロモーションを担うOCVBでは、2030年まで
の予測を出しています。目先の目標だけを追いかけ
るのではなく、中長期的な予測をし、その実現に
向けて、今何をすべきかの戦略を立てる必要があ
るからです。最も低い数値での予測ですが、2030
年には沖縄入域観光客数は1,742万人を見込んで
います。その内訳として、国内客は871万人、外
国客も871万人。ちょうどイーブンになる予測に
なっています。2016年からの伸び率で言えば国内
客は2.0%、外国客は10.6%となります。

土田本部長　外国客の伸びは、那覇空港の第二滑
走路の供用開始で大幅な増加が見込めるからでしょ
うか。

平良会長　そうです。2020年の供用開始で、直近
5年実績を上回る11.5%の伸び率を想定していま
す。空港拡張によって、発着枠が2倍にはなりませ
んが、様々なニーズのお客様をお迎えできるように
なるわけですから、滞在時間の増加も見込めます。
ただし、国内客については、少子化が進み、国内
旅行の需要は厳しいものになるでしょう。その分を、
沖縄では国内からのトランジット客を国内客とし
てカウントしています。これは、今後の沖縄観光
振興において、重要な意味を持っています。現在、
国内路線は1週間に1,700便、海外路線は10地域
を結んでいます。第二滑走路ができるとどうなる
かというと、海外から沖縄を経由して東京、大阪、
日本各地へ行く。逆に、東京、大阪、日本各地か
ら沖縄へ来て、海外へ行く、ということが、これ
まで以上に増えるはずです。今までの「沖縄に来て
ください」というプロモーションから、「沖縄経由で
日本各地に出かけてください。北海道にも行けます」
というプロモーションに変わるわけです。

土田本部長　なるほど。単純に国内旅行の数を増
やすということではなくなるのですね。

平良会長　そうです。ただ、そのためには、現在
の国内路線をいかに継続させていくかが大事なの
です。路線によっては搭乗率が低いところもあり
ます。しかしそれで撤退してしまったら、海外か
らのお客さまの選択肢が減ってしまいます。国内
路線の維持に向けての施策も重要ということです。

土田本部長　これまで外国客というと、台湾、韓国、
中国からが大半を占めるというイメージでしたが、
今後、特に力を入れる国、エリアはありますか？
ご予定をお聞かせください。

平良 朝敬 土田 英明
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

一般財団法人
沖縄観光コンベンション
ビューロー会長

　 たいら　　 ちょうけい 　  つちだ　　　ひであき
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平良会長　特にヨーロッパについては、強化して
いく必要があります。ヨーロッパではフランクフル
トがハブ空港となって世界各国とつながっていま
す。今、沖縄へは成田、関西国際空港を経て、那
覇空港というルートがメインですが、たとえば韓
国の仁川空港経由で沖縄、台湾から沖縄、マレー
シアから沖縄というように、日本国内だけではなく、
近隣諸国とのネットワーク強化が欠かせなくなり
ます。沖縄を日本の南の玄関口として、外国客の
受入体制の整備を進めていきます。

土田本部長　クルーズ船の入港については、沖縄
県は2021年に200万人と目標を置いていますが、
受け入れはどうでしょうか。

平良会長　石垣島、本部をはじめ、大型クルーズ
船のバース整備を県が進めていますが、これまでは
最大16万トン級だったのか、バース整備によって
20万トン級のクルーズ船が入港するようになりま
す。県は「東洋のカリブ構想」といって、沖縄の海、
自然を最大限にアピールしたアイランドホップの
クルーズを推進していきます。OCVBはその受け入
れとなる各地域、離島の観光協会との連携をこれ
まで以上に深めていく必要があると考えています。
さらに、沖縄だけではなく、奄美、与論、沖永良
部をつなぐ、「琉球弧」こそ、クルーズ船誘致のキー
ワードになると考えています。

土田本部長　今年3月に広域DMO（※）の認定を受
けられましたね。

平良会長　OCVBは沖縄観光のプロモーションが
第一の目的の団体ですが、個々の観光資源の発掘、
魅力の再発見、発信については、各地域の観光協
会が主体となってするものです。観光によって地
域の意識が高まれば、活性化します。そして、地
域地域のつながりが面となって展開できるように
なります。OCVBはプラットフォームのような役割
だと思っています。現在、沖縄県内の観光協会は
34団体に増えましたが、「琉球弧」につらなる地域
とも今後連携を深めていきたいと考えています。

土田本部長　すべてが中長期的につながった施策
となっているわけですね。そこで、不動産業界と
しては、ホテル開発の動向も気になるところですが、
今後の展望はどうお考えでしょうか。

平良会長　現在、県内のホテル客室数は約11万室
です。1日あたり6万～ 7万室。夏のオンシーズン
は8万室の稼働です。つまり客室自体は足りていま
す。しかし、お客さまのニーズを満たしているか、
希望にあったホテル選びができているか、といえば、

まだまだ顧客満足度を上げる工夫が必要でしょう。
外資系のホテルの進出が増えていますが、既存の
ホテル自身が、顧客ニーズとのマッチングができる
か、ということが重要で、サービス、接客、あら
ゆる面でホスピタリティのバージョンアップが必要
でしょう。その点においても人材不足が深刻です。
OCVBは観光人材の育成にも力をいれていますが、
ホテル業界一体となって、人材確保、育成に力を
入れていかないといけないでしょう。外国人の人材
を含む観光業界で働く人の住環境整備も重要です。
そのために、賃貸契約のバックアップや空室アパー
ト・マンションの活用など、不動産業界の協力も
いただきながら連携をとれたらいいですよね。

土田本部長　ありがとうございます。民泊新法に
よって、観光客ニーズの棲み分けが進むでしょう。
不動産業界としても、沖縄観光の拡大はビジネス
チャンスだととらえています。

平良会長　2020年10月には、世界最大級の旅の
祭典である「ツーリズムEXPOジャパン」が沖縄で開
催されます。「海洋リゾート日本」を打ち出し、沖縄
県全体が会場、離島全部が会場。そういう意気込
みで大会を成功に導きます。沖縄全体がテーマパー
ク。地域の方々がエンターテナーなのです。これは
日本の中でも沖縄だからこそ言えるのです。ます
ます沖縄観光は面白くなりますよ。

土田本部長　沖縄全体がテーマパーク。なるほど。
大規模な観光施設があることが良いのではなく、
地域の活性化がさらに重要になってきそうですね。
本日は、ありがとうございました。

ご承知のとおり、平良会長は、かりゆしグルー
プの前CEO。いわば、観光における「うとぅい
むち（おもてなし）」のプロフェッショナルであ
ります。沖縄観光全体がおもてなしのプロと
なるよう熱意をもって取り組まれていること
に感銘を受けました。われわれ不動産業界も、
観光振興を踏まえた経営戦略を考えるチャン
スととらえることができました。

（※）DMO=Destination Management Organization
（デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーション）
の頭文字の略。
地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着
を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づく
りの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明
確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するた
めの戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するた
めの調整機能を備えた法人（観光庁指針より）

※インタビューは2018年8月に行われたものです。
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平成 30 年 5月25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 建築指導課副参事　嘉手納貢様を
お迎えし、会員総数 291名のうち出席会員 22 名、委任状 149
名と併せて171名となる中審議が行われ、報告及び全議案が承
認された。

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ます！

◆（公社）全日本不動産協会
（報告事項）
・平成29年度事業活動報告に関する件
・平成29年度決算報告に関する件
・平成29年度監査報告に関する件
・平成30年度事業活動計画に関する件
・平成30年度収支予算に関する件

●議事進行報告
事業報告について土田英明総務副委員長、決算報告に
ついて屋宜盛夫財務副委員長、監査報告について相澤
英二監事がそれぞれ報告を行った。
事業計画案について土田英明総務副委員長、収支予算
について屋宜盛夫財務副委員長が説明・報告を行った。

（議案審議）
・	第1号議案　理事候補者選出（案）に関する件
波平副本部長より提案説明があり、賛成多数で、大湾
喜之、神谷健司が沖縄県本部理事として承認された。

・	第2号議案　総本部理事候補者選出（案）に関
する件
波平副本部長より提案説明があり、賛成多数で、土田
英明が総本部理事として承認された。

◆（公社）不動産保証協会
（報告事項）
・平成29年度事業活動報告に関する件
・平成29年度決算報告に関する件
・平成29年度監査報告に関する件
・平成30年度事業活動計画に関する件
・平成30年度収支予算に関する件

●議事進行報告
事業報告について土田英明総務副委員長、決算報告に
ついて屋宜盛夫財務副委員長、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土田英明総務副委員長、収支予算
について屋宜盛夫財務副委員長が説明・報告を行った。

（議案審議）
・	第1号議案　理事候補者選出（案）に関する件
波平副本部長より提案説明があり、賛成多数で、大湾
喜之、神谷健司が沖縄県本部理事として承認された。

第１3回 定時総会（公社）全日本不動産協会 沖縄県本部
（公社）不動産保証協会 沖縄県本部

役　　職 氏　　名 商　　号
本 部 長 土田　英明 琉球コーポレーション（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 屋宜　盛夫 （株）オキナ開発

理　　事 木村　隆宏 （株）沖縄ネット不動産

理　　事 志堅原　隆 オレンジホーム （株）

理　　事 大湾　喜之 ワンズトラスト（株）

理　　事 神谷　健司 （同）不動産バンク沖縄

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

平成30 年度  新役員紹介平成30 年度  新役員紹介平成30 年度  新役員紹介
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委員長：赤嶺　剛
副委員長：有馬良一

委　員：當山明子、上地　学

組織委員会

１. 組織の充実強化に関する事項
２. 会員間の親睦及び交流に関する
事項

３. 業界団体との交流及び連携に関す
る事項

４. 宅地建物取引業開業講習（開業セ
ミナー）の実施に関する事項

５. その他、組織の拡充強化に必要な
事業に関する事項

主な業務

委員長：木村隆宏
副委員長：神谷健司
委　員：久場謙孝

流通推進委員会

１. 不動産流通に係る研修会の企画及
び実施に関する事項

２. 不動産流通機構に関する事項
３. 会員支援システムの各種情報ツー
ルの活用に関する事項

４. 不動産流通に係る調査研究に関す
る事項

５. その他不動産流通の推進に資する
高度情報化に必要な事項

主な業務

委員長：大湾喜之
副委員長：廣瀬弘充

広報委員会

１. 広報誌発行
２. 広告の掲出に関する事項
３. 不動産知識の普及に関する事項
４. その他必要な広報事業に関する
事項

主な業務

委員長：波平忠敏
副委員長：屋宜盛夫

財務委員会

１. 収支予算の編成及び運用に関する
事項

２. 収支決算の報告に関する事項
３. その他会計及び経理に関し必要な
事項

主な業務

委員長：波平忠敏

総務委員会

１. 総会の運営
２. 理事会の運営
３. 地方本部との連絡調整及び指導に
関する事項

４. 事務局業務の統括
５. 会員管理に関する事項
６. 官公庁、他団体及びその他外部と
の連絡に関する事項

７. 協会HPの管理運営
８. その他必要な業務

主な業務

委員長：神谷　健司
委　員：村田　淳、棚原　聡
　　　　黒島直辰、平川　浩
　　　　名嘉眞勇、下地　充
　　　　村松健太、當山明子
　　　　浦崎ハスミ、友寄永三

入会資格審査委員会

１. 入会促進・審査業務
２. 会員の入会、退会及び変更手続き
等に関する事項

３. その他入会に関する必要な事項

主な業務

取引相談委員会

１. 不動産取引に関する無料相談の
運営

２. 北部地区での不動産無料相談所の
運営

３. 不動産広告・違法屋外物広告の調
査指導

１. 宅地建物取引業法の規程に基づく
苦情解決業務

２. 営業保証金相当額の弁済業務
３. 研修業務
４. 一般保証業務
５. 手付金保証業務
６. 手付金保管業務

主な業務（公社）全日本不動産協会

主な業務（公社）不動産保証協会

委員長：屋宜盛夫
副委員長：志堅原隆

委　員：波平忠敏、木村隆宏
　　　　志村岳人、友寄永三

教育研修委員会

１. 従業者教育研修業務の企画・運営
２. 宅地建物取引士法定講習の運営
３. その他、各種研修・講座に関する
業務

主な業務（公社）全日本不動産協会

１. 宅建業法第64条の 6に基づく、
法定研修会の企画・運営

主な業務（公社）不動産保証協会

委員長：志堅原隆
副委員長：屋宜盛夫
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　今回テーマとして境界紛争事例との内容を頂いたのですが、基本的な境界紛争事例を基に下記の項目に
ついて述べさせて頂きます。
　この原稿が少しでも皆様の境界紛争に関する知識に役立てれば幸いです。

　１．境界紛争の基本的事例
　２．紛争の種
　３．乙地の土地分筆登記でどのような問題が発生するか
　４．問題の本質
　５．解決方法

❶ 境界紛争の基本的事例

境界紛争事例
（基本的事例から解決方法までの５項目）

金城行男土地家屋調査士事務所 所在地：浦添市大平1-5-3　ｱﾊﾟｰﾄ幸201
TEL：098-878-5071

事
務
所土地家屋調査士　 金城 行男

きんじょう　 ゆきお

図 1. 公図（14 条地図）の線―筆界 図 2. 現況ブロック塀―所有権界

　甲と乙の住宅地は、図２で確認できるようにほぼ同じ面積の正方形な土地です。
　甲と乙土地の境にはブロック塀が有ります。お互いは、このブロック塀が境界だと認識しております。
　甲と乙土地の境界をブロック塀と認識しているのは、過去にお互いの合意で土地の形を整形地にするた
めに土地の交換をしたとのことです。
　その際、土地分筆登記及び土地交換の登記は費用も掛かるし面倒くさいし、お互いが納得しているので
必要ないと思い契約書等も作成せず登記を行わなかったそうです。
　それから長い年月が経ち、甲と乙土地所有者は亡くなり名義は相続人になっております。
　この相続人は、先代同士のお互いの合意に関しては良く知りません。
今回乙土地の所有者から現在ある建物は取り壊し、住宅を建てるため兄弟で等分に土地分筆したいと土地
家屋調査士Aに依頼がきました。

❷ 紛争の種

　上記の事例で紛争の種になる部分はどこかと言いますと、次の部分になります。
① 2行目からの「お互いは、このブロック塀が境界だと認識しております。」
　こちらは、あくまでも私人間の認識と言う部分。
② 4行目からの「お互いの合意で土地の形を整形地にするために土地の交換をした」
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　こちらも、私人間だけの合意であると言う部分。
③ 6行目からの「その際、土地分筆登記及び土地交換の登記は費用も掛かるし面倒くさいし、お互いが納
得しているので必要ないと思い契約書等も作成せず登記を行わなかったそうです。」

　こちらは、法務局（公的機関）に登記せず、交換の契約書も作成していないという部分。
④	８行目からの「甲と乙土地所有者は亡くなり名義には相続人になっております。この相続人は、先代同
士のお互いの合意に関しては良く知りません。」

　こちらは、私人間で合意した当事者がいなくなり、当事者でない方々が名義人になっていくと言う部分。

❸ 乙地の土地分筆登記でどのような問題が発生するか

　まず、乙土地所有者から依頼を受けた土地家屋調査士 Aがどの様な作業をするかと言いますと、おおま
かには下記のとおりです。
①	資料調査、測量等を行い現地に図１の公図（14条地図）の線・筆界を表します。
②	その筆界を基に、隣接土地所有者等から境界標設置の承諾を頂きます。
③	隣接土地所有者等から境界標設置の承諾を頂きましたら、筆界に分筆線を入れて土地分筆登記を申請し
ます。

　発生するかもしれない問題は下記になります。
①	土地家屋調査士Aが図１公図の線－筆界を表し甲地所有者に説明し承諾を頂こうとしたら、現状のブロッ
ク塀が境界のはずだ、納得できないと言われる。

②	自分たちの家に掛かっているではないか、境界標設置の承諾はできない。
③	土地分筆登記が申請できない。
④	土地分筆登記が出来ないとなると、自分達の描いた権利関係が謄本に表せない、そうなると、自分達の
描いた建築物が出来ない可能性が出てくる。

❹ 問題の本質

　問題の本質は「筆界」の定義にあります。
　平成 17年の不動産登記法改正により「筆界」が明文化されました。
しかし、ここで定義を確認してもむずかしいので確認したい方々は、不動産登記法第 123 条第 1号を読ん
でください。
　簡単に言いますと「筆界」は私人間の合意があっても変わらない。その合意は私人間にしか及ばないと
言うことです。
　又「筆界」の形状を再確認したくても当事者が亡くなっているので、当時の合意の事実を知らない方々
で現状と不動産の権利変動（謄本の内容）を一致させていくのは大変困難になってくると言う部分にあり
ます。

❺ 解決方法

　土地家屋調査士 Aが取れる解決方法を下記に記載します。一つ一つの手法を細かく説明するには、紙面
が足りないので簡単に記載します。
①土地分筆登記、土地合筆登記等を使い、現状と登記簿を合す方法。
　こちらが一般的な手法ですが、甲、乙土地の両所有権名義人の同意が必要。
②乙土地の所有者からの筆界特定制度活用。
　こちらは、一方の土地所有権名義人から申請できる。
　法務局の筆界特定登記官が筆界を特定し、それを基に土地分筆登記が申請できる。
③ADRの活用
④弁護士も交えた、訴訟手続き
　以上が解決に向けて取り得る主な手法になります。
　いずれにせよ、土地家屋調査士などの専門家に相談しながら、根気強く取り組む必要があると思われます。
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　日々、成立している不動産取引価格とは何なの
でしょうか？宅地建物取引士は仕事としてこの価
格に関わっていることになります。今回この取引
価格と、私たち不動産鑑定士が担っている適正価
格とを対比させながら不動産市場について、そし
て取引士と鑑定士の法的、社会的役割について考
えていきましょう。
　まず、民法上の売買契約価格（取引価格）が適正
価格でなされなかった場合、どのような問題が考
えられるのでしょうか？例えば購入者の両親の住
宅が三軒隣にあるので、どうしてもこの土地が欲
しかった場合などで、ついつい買い進み10％程度
高く購入してしまいました。つまり、適正価格を
10％上回った価格で購入したのです。宅地建物取
引士も適正価格よりやや高いと思いつつ、売買契
約を締結させました。ただし、我が国の民法は契
約自由の原則、私的自治の原則を根幹としている
ので、当然のことながら10％高く売買したとして
も法律上なんら問題はありません。
　通常、取引は十人の買い希望の中で、最も高値
をつけた買い手に成立してしまいます。残りの安
値をつけた9人の存在は、市場の闇に葬られてし
まうということを忘れないでいてください。従っ
て、市場で成立する取引価格は事情があろうとな
かろうと、適正であろうとなかろうと、原則とし
て最も高値に成立すると位置づけることができる
のです。それで何の問題もないはずです。
　それでは、この10％割高の金額が固定資産税や
相続税の基礎として採用されたり、裁判上の適正
な不動産価格として判決されたりしたら何か問題
があるでしょうか。
　例えば、沖縄の離島や海岸近くに多くなる傾向
の取引ですが、県外の、特に所得の高い人からの
買い希望が一つでも入った場合、その価格で契約
は成立してしまいます。この場合、離島の一般的な、
例えば漁業を中心とする所得水準による二番目以
降の価格は闇に葬られ、都会の所得水準で決定さ

れる買い希望価格で取引は成立してしまいます。
　確かに契約自由の原則上、何ら問題はありませ
ん。しかし、問題はこの金額を時価として、離島
の産業で生計を立てている者に対し税金を課して
いいかと言うことです。その時価に基づき課税し
て住民は生活していけるのでしょうか？一般的漁
業の所得水準の場合、生活が脅かされることはな
いのでしょうか。
　市場で成立する取引は、すべてが個々人の事情
が含まれた主観的判断の終局なのです。従って、
その主観的価格を客観的な価格と即断することに
危険が生じてくるのです。不動産鑑定士はその多
くの主観的取引を精査し、客観的価格を追い求め
ます。客観的価格に近い主観的価格なのか、客観
的価格にかけ離れた主観的価格なのかその分析が
重要なのです。これが不動産鑑定士の正常価格に
代表される適正価格ですが、宅地建物取引士とし
ても価格の位置づけを判断する上で重要です。宅
地建物取引士にとって適正価格は、航海における
羅針盤としての役割を演ずるのです。
　現在、沖縄の経済は県外だけではなく、海外か
らのインバウンドが増加の一途をたどっています。
取引の主観、意識が沖縄県内から日本県外へ、そ
して国外へと移りつつあります。この中で宅地建
物取引士は単なる価格に翻弄されることなく行動
しなくてはなりません。県内の弱い価格をつけが
ちの主体には価格のみを議論するのではなく、不
動産利用の観点からのアドバイスを行い、最高の
収益を上げる知恵を伝えなくてはなりません。こ
のように会員の皆様が、今後ますます沖縄の産業
の基盤的役割を演じ、円滑な不動産流通に寄与さ
れることを祈念して今回の導入講座といたします。
　付け加えて、原則取引価格は自由なのですが、
強行規定違反や勘違い、詐欺脅迫等有効な意思が
伴わない場合、無効や取り消しうる契約となりま
すので御注意ください。

取引価格と適正価格そして国民の信頼とは
（沖縄の経済情勢に触れて）

松永・名城不動産鑑定税務合同事務所 所在地：那覇市久米2-18-5
　　　　エステート・ビークル3F
TEL：098-868-8000

事
務
所不動産鑑定士　 松永 力也

まつなが　 りきや
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義援金へのご協力ありがとうございました（平成30年7月豪雨）

平成30年7月豪雨災害の被災者への義援金募集にあたりましては、会員の皆様の温かいご協力をいただき、
本当にありがとうございました。
 

（株）沖縄ネット不動産　　　（株）リアルシティコーポレーション
（有）のうけん　　　　　　　（株）琉球アクト
 カテナ（株）　　　　　　　　（有）永代住宅
トレシー・ホーム　　　　　　（株）リアルプロ
もとぶ不動産（株）　　　　　琉球コーポレーション（株）
 ワンズトラスト（株）　　　　　（株）叶プロデュース
オレンジホーム（株）　　　　　エキスパート企画

（株）リプラ不動産

皆様のご協力により、503,000円の義援金が集まりました。
義援金は、総本部を通じて被災地へ送付させていただきました。
皆様の心温まる善意に感謝申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

災害時における民間賃貸住宅借上げに関する調査へのご協力のお願い

当協会沖縄県本部は、沖縄県と「災害時における民間賃貸住
宅の被災者への提供に関する協定書」を平成25年9月に締結
し、災害発生時に被災者へ円滑な民間賃貸住宅を提供するた
めに必要な協力・支援を行っていきたいと考えております。
沖縄県では、大規模災害時の被災者の一時的な住まいの提
供方法として応急仮設住宅に関する取り組みを進めておりま
す。応急仮設住宅の提供方法には、建設して供与する「建設
仮設」と民間賃貸住宅等を借り上げて供与する「借上仮設」が
あります。
今後、本県で想定されている大規模災害が発生した場合は、
約17千戸の借上仮設が必要となる見通しです。そのため、本
県内に民間賃貸住宅を所有されている方及び不動産管理会社
を対象に災害時における借上げに関する意向について調査を
実施いたします。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、会
員の皆様には本調査の主旨をご理解いただき、ご協力下さい
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

会員の皆様へ
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らの信頼も高まります。また、「一般保証制度」と「弁済制度」
との違いもご理解いただけたかと思います。

『会員親睦　ボウリング大会』
　7月20日（金）に、那覇：サラダボウルにて、会員間の親睦
を深めるため、ボウリング大会を開催しました。参加業者25社、
総勢約50名で、各チームに分かれて投球を楽しみました。終
了後は、表彰式を兼ね美味しい焼肉と冷たいビールをいただき
懇親会も盛り上がりました。
　参加者の皆様からは、「お肉も美味しい！楽しかった！」「もっ
と親睦事業を増やしてほしい！」といった嬉しい声もいただき
ました。

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1回　法定研修会　6月26日（火）
　今回は、不動産の公
正競争規約と広告表
示についての研修と、
建物の使用状況による
消防法令違反について
の2部構成で開催しま
した。
　不動産の広告表示
は、物件の内容や取引
条件等によって基準が
設けられており、最近
は折り込みチラシやインターネット等での広告違反が数多く見
られ、警告や違約金等を請求される会員が見受けられます。
　不動産広告の責任は不動産業者(会員)にあり作成した広
告会社ではありませんので、違反広告にならないよう公正競
争規約を遵守して頂くために注意・喚起を呼びかけました。
　また、消防法令につきましては、建物所有者と管理事業
者との契約内容でのトラブルや消防法令・建築基準法違反
での退去事例（損害賠償）等をご説明し、重要事項説明時
に消防法令に係る事項の説明内容をご紹介いたしました。

第2回　法定研修会　8月17日（金）
　第2回の研修会、会員支援システム「ラビーネット」での
宅建業法改正に伴う改正についてのご説明と、「一般保証
制度のご紹介」の2部構成で開催。
一般保証制度とは、不動産の取引が完了する前にお客様が
不動産会社に支払う金銭を、（公社）不動産保証協会が保
証する制度です。不動産会社に保全義務のない金銭が保証
されるため、より安心な不動産取引を実現でき、お客様か

『寄付金を贈呈しました！』
平成30年7月26日（木）に寄付金贈呈式が沖縄県庁で
行われました。
沖縄県本部では、「沖縄県子どもの未来県民会議」の基
本理念に賛同するとともに、当協会の事業の一環である
【社会的弱者の支援又は地域社会の健全な発展に資する
啓発活動、支援活動その他の社会貢献活動】に一致する
もとの考え、寄付をさせて頂くこととなりました。
構成団体の一員として、これまで会議等に参加しており
ましたが、財源面でもサポートし、子どもの貧困対策の
お力になれるよう協力してまいります。
贈呈式には、土田本部長、赤嶺組織委員長、木村流通推
進委員長が出席し、大城玲子沖縄県子ども生活福祉部長
へ寄付金が送られました。
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株式会社ゴリラワールド
代表者：木下　真由美
取引士：木下　真由美
住　所：那覇市高良1-4-48
TEL：098 -851-7154
FAX：098 -851-7164

（株）トラストプラン・シュン
代表者：儀武　瞬一
取引士：桃原　誠
住　所：南城市知念字久原399
TEL（FAX）：098 -943 -160 0

（株）財産ネットワークス沖縄
代表者：名嘉　清忠
取引士：渡部　綾人
住　所：北谷町北前1-2-7　AIビル2F
TEL：098 -936 -060 0
FAX：098 -921-7382

沖志ホーム合同会社
代表者：星山　広樹
取引士：星山　広樹
住　所：那覇市長田1-20 -1
　　　　丸仲アパート105
TEL（FAX）：098 -894-6146

琉球ベストウェイ株式会社
代表者：黒田　史郎
取引士：上原　司
住　所：那覇市天久2-2-11
TEL：098 -862-7233
FAX：098 -862-7234

株式会社輝コーポレーション
代表者：上原　幸輝
取引士：下地　京子
住　所：那覇市真嘉比1-10 -1
　　　　ｺｽﾓｽおもろまちｽﾃｰｼｮﾝ101
TEL：098 -886 -7777
FAX：098 -886 -880 0

株式会社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
TEL：098 -988 -8630
FAX：098 -988 -8631

有限会社のうけん
代表者：大嶺　通邦
取引士：大嶺　太輔
住　所：国頭村字鏡地292-1
TEL：0980 -41-2150
FAX：0980 -41-30 0 0

有限会社共誠
代表者：新垣　大樹
取引士：下地　元太郎
住　所：北谷町北前885
TEL：098 -935 -2030
FAX：098 -935 -4661

株式会社木立
代表者：三木　一成
取引士：吉松　徹也
住　所：那覇市金城5 -16 -5
TEL：098 -979 -9803
FAX：098 -995 -80 01

ワイズプランニング
代表者：武村　康宏
取引士：武村　康宏
住　所：沖縄市上地1-16 -2
　　　　ｺｽﾓｽ中の町2-2号
TEL：098 -931-9158
FAX：098 -931-9159

志ホーム
代表者：荷川取　勝彦
取引士：荷川取　勝彦
住　所：うるま市字喜屋武311-4
TEL（FAX）：098 -974-1445

Ｙ＆Ｇエステート
代表者：平山　佳國
取引士：平山　佳國
住　所：うるま市石川伊波1365 -1
TEL：050 -3708 -1611
FAX：098 -993 -7318

株式会社オーライ
代表者：國場　永秀
取引士：野原　正浩
住　所：嘉手納町水釜 6 -2-11　ﾅｳ ｨ゙ 203
TEL：098 -923 -3425
FAX：098 -923 -3426

株式会社島カンパニー
代表者：髙橋　好彦
取引士：大城　秀之
住　所：宜野湾市大謝名3 -2-11
TEL：098 -975 -9655
FAX：098 -975 -9656

(株)ティーダコーポレーション
代表者：森田　治
取引士：知念　博
住　所：那覇市国場865 -5
TEL：098 -943 -0721
FAX：098 -943 -0673

サザン宮古島株式会社
代表者：吉本　光吉
取引士：山口　明義
住　所：宮古島市平良字西里1530
TEL：0980 -73 -8552
FAX：0980 -73 -1234

合資会社ブラザー住設
代表者：狩俣　茂則
取引士：狩俣　律子
住　所：浦添市大平1-34-9
TEL：098 -877-0185
FAX：098 -879 -2762

東部開発株式会社
代表者：仲宗根　勉
取引士：照屋　貢
住　所：沖縄市知花6 -11-40
TEL（FAX）：098 -989 -8536

合同会社結ハウジング
代表者：波平　綾音
取引士：波平　綾音
住　所：那覇市前島3 -25 -2　泊ポートビル1F
TEL：090 -9788 -0831

株式会社ジャパン開発
代表者：真崎　辰見
取引士：津波古　優美
住　所：沖縄市東1-1-6　ﾄｰﾏｽ沖縄東301
TEL：098 -921-260 0
FAX：098 -921-2601

オリオン電機株式会社
代表者：瑞慶山　良文
取引士：諌山　武尊
住　所：那覇市久茂地2-15 -18
　　　　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ101
TEL：098 -867-7353
FAX：098 -867-7354

合同会社チーム石敢當
代表者：柳原　主和
取引士：黒坪　康
住　所：浦添市牧港1-57-9
TEL（FAX）：098 -917-6396

New Member

3月   
 6 日　  取引相談委員会
 8 日　 不動産無料取引相談
19日　 第７回　理事会
22日　不動産無料取引相談
23日　 第２回　不動産業開業

　 　セミナー
27日　 沖縄県居住支援協議会　 

　総会

4月   
 4 日　 九州・沖縄地区協議会　 

　監査会、正副会長会議

13日　監査会
17日　 総務委員会

　 　無料法律相談会

5月    
 7 日　 組織委員会
10日　不動産無料取引相談
11日　沖縄県居住支援協議会

　 　監査
15日　取引相談委員会
24日　不動産無料取引相談
25日　 第１３回　定時総会

6月    
 5 日　 総本部　理事会
 6 日　 九州不動産公正取引協議会

　 　総会
11日　 第１回　理事会
26日　 第１回　法定研修会
28日　 総本部　理事会
29日　 総本部　総会

7月    
 5 日　 不動産無料取引相談
 6 日　 第２回　理事会
10日　広報委員会

17日　総本部会計視察
20日　会員親睦　ボウリング大会
24日　 第３回　理事会

8月    
 9 日　 不動産無料取引相談
17日　第２回　法定研修会
21日　無料法律相談会
28日　公取・沖縄地区調査指導

　 　委員会　会議
30日　 第１回　流通研修会

理事会及び各委員会の動き（平成30年3月～8月）
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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31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


