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土田本部長　基準地価が9月に発表されましたが、
沖縄県は住宅地で3年連続全国1位の上昇率となり
ました。なかでも北谷町、10％以上の上昇率との
ことで、まちづくりの成果がでてきているのではな
いでしょうか？

野国町長　地価の上昇については、生活実感との
ギャップがあるようにも思いますが、昭和56年か
らスタートした、米軍基地の返還後の開発の歴史を
顧みると、よくここまで整備することができたなと
感慨深いですね。

土田本部長　北谷町と言えば、ハンビータウンや美
浜アメリカンビレッジが象徴的で、最近ではフィッ
シャリーナにも注目が集まっています。

野国町長　そうですね。ホテルの開業が続き、今で
こそ西海岸は、一大ビーチリゾートのエリアになり
ましたが、もともと北谷町の西側は、「北前」に住宅
地があり、隣には広大な米軍基地があり、そして砂
辺、宮城海岸のあたりに住宅地があるという地勢で、
基地の占める割合が非常に高かった場所なのです。
ですから、基地が返還されてから、本来のまちづく
りを始めることができたのです。美浜の開発は、公
園・駐車場・商業施設・住宅地の４つに区分し、しっ

かりとしたコンセプトを掲げ都市計画に基づいて進
めてきました。

土田本部長　なるほど。そういわれると、とてもわ
かりやすい町の形成になっていますね。

野国町長　でも、実は順風満帆ではありませんでし
た。特に、アメリカンビレッジは、埋め立てが完了
し、いよいよ事業開始というタイミングで、日本経
済がバブル崩壊。撤退の意向を示す企業を説得する
一方、新たな企業の誘致を行いました。役場の職員
みんなが営業マンのつもりで、開発の危機を乗り越
え、苦労しながら造り上げたのが、アメリカンビレッ
ジなのです。

土田本部長　そうしたご苦労があってこその今、な
のですね。

野国町長　開発は行政だけではできません。民間と
の協働があったからこそ、シネマコンプレックス、
大型スーパー、地元出身者のお店が集まるデポアイ
ランドなど、商業施設のバリエーションを増やすこ
とができたと思っています。これは、観光の推進に
おいても同じです。ようやくフィッシャリーナが完
成形に近づいていますが、観光地として、飽きられ
ないための工夫や改良は進めて行かなければなりま
せん。たとえば、西海岸を北谷町では「サンセット
ビューライン」構想と呼んでいますが、その中には
きれいな夕日が見えるビーチ自体の改良も今後、予
定しています。遊歩道も整備されていますから、散
歩を楽しむのもいいですし、もっと海と触れ合って
ほしいですね。引き続き、北谷町へもっと長く滞在
してもらえるまちづくりをしてまいります。

土田本部長　国道58号の北側、桑江地区の整備も
進み、住宅開発で人口増加も見込めそうですね。

野国町長　キャンプ桑江の跡地については、当初か
ら国道58号の8車線化を目指して、セットバックし
た整備をしています、その上で、国道に面したところ
は商業施設、その後ろには低層の住宅地が広がる予
定です。おそらく、県内外からの流入だけではなく、
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町内からの住み替えもあると思います。このエリアと
新しいマンション建設により北谷町の人口は3000～
4000人は増加するのではないかと想定しています。

土田本部長　現在は、約3万人。今後も住民が増加
するとなると、慢性的な交通渋滞対策を盛り込んだ
開発が必要だったわけですね。

野国町長　道路拡張だけではなく、あらたな交通手
段についても検討中です。さきごろ、那覇―本部を
結ぶ高速艇の実証実験が始まりましたが、北谷町は、
その中継地となっており、沖縄県の南北をつなぐ、
結節点としての役割を果たせるのです。アメリカンビ
レッジの大規模な公共駐車場の利活用も重要なテー
マです。駐車場を起点として、高速道路の沖縄南IC
にアクセスする手段があれば、北谷町が南北をつなぐ
役割となると考えられるでしょう。渋滞対策とともに、
滞在型の観光地を目指す北谷町としては、交通の要
所としての北谷町に滞在してもらい、ここから県内
の観光地に出掛けてもらう、そういうモデルが可能
になるでしょう。交通問題の対策にあたっては、観
光客に、いかに快適に楽しんでもらえるかも重要です
が、同時に、町民の生活の質を高めることも考えなけ
ればなりません。コミュニティバスの実証運行もはじ
まり、交通弱者への対応も推進しています。大規模
な開発を終えた今、その後の生活スタイルをイメージ
しながら、町民の要望を実現したいと考えています。

土田本部長　ホテルや商業施設がこれだけ充実して
くると、雇用も拡大していきますね。

野国町長　そこが、これからの課題になってくるで
しょうね。先ほど、人口増加の話がありましたが、若
い世代がもっと増えてくれたらと思います。実のとこ
ろ、沖縄県の出生率は高いのですが、北谷町は県平均
以下にとどまっています。子育て支援として、今年度
から、子ども医療費助成事業において、中学卒業まで
は通院・入院が無料となる「現物給付方式」を導入して
います。現在50名ほどの待機児童も、保育所、幼稚
園の新設、増設によって解消の方向に向かっています。
学費については、昨年から北谷町育英会入学準備金
貸与制度の新設、今年4月からは返済不要の給付型

の奨学金制度も県内市町村で初めて導入しました。
子育て世代にとって魅力あるまちづくりをさらに推
進し、雇用にもつなげていきたいですね。

土田本部長　基地返還の当初から、非常に粘り強く
進めてこられ、一方、既存の文化や自然、システム
も改良していかなければならない、ということもあ
りますね。

野国町長　そうです。桑江伊平地区には、「伊礼原
遺跡」がありますが、まさに自然と文化が一体となっ
た遺跡公園にする予定ですが、隣接する博物館も単
に陳列して眺めるだけ、という博物館ではなく、体
験型の施設にする計画です。こうしたことも、行政
と民間が「あ・うん」の呼吸とでも言いますか、見て
いる方向が同じなので、今後のまちづくりの方向性
については、いいものをどんどん取り入れよう、と
いう機運が高まっています。例えば、これまで30
年もの間、商工会が運営してきた「北谷シーポート
カーニバル」は、今年から町が主体となって運営す
ることになりました。イベント開催を契機に、ビー
チサッカーなどのスポーツの産業化へ展開を図り、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックのキャ
ンプ地に名乗りを上げたり、官民一体となった活動
も可能になってくるわけです。町が主体となること
で、住民参加の「エンターテインメントシティ」を目
指していきたいと思います。

土田本部長　沖縄中部地区の中核都市として、ま
すますのご発展を期待しております。本日は、あり
がとうございました。

官民一体、民間との協働、住民参加型と、町長は何
度も口にしておられました。第5次北谷町総合計画
を策定の際は、４つの分科会を設け、住民参加型の
町民会議を実施したそうです。みんなでつくる北谷
町、町民の提言・意見を反映させる、そんな思いが
町長の言葉になって表れているのでしょう。2年に
1度、11行政区で行政懇談会も開催し、常に住民
との対話で、未来へつなげていく。このことこそが、
「ニライの都市（まち）北谷町」であることの象徴なの
かもしれません。
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ここが変わった！
年末調整と法定調書提出作業
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

　毎年恒例の年末調整の時期となりました。会社は、社員の皆様は何を準備すればいいのでしょうか？
　給与に係る税金の 1年間の精算業務を「年末調整」といい、給与とその他の報酬や地代家賃等の支払調
書を税務署や市町村に提出する業務を「法定調書」作成業務といいます。「年末調整」は 12月の最後の支
給日の給与または賞与で清算され、「法定調書」の提出期限は平成 31年 1月 31日（木）となっています。
今一度作業のポイントと留意点を確認しましょう！

年末調整作業
付納泉源月1算計与賞・与給月21でま頃末月11

算計与賞、与給・集収料資びよお明説のへ員社

①扶養控除等(異動）申告書 (新様式)

②配偶者控除等申告書 (新様式)

③保険料控除申告書 (新様式) ・給与及び賞与の支給

④マイナンバー（未登録者分登録）

⑤前職の源泉徴収票

⑥その他控除関係資料

・給与、賞与計算税金の
還付金、不足額計算

・還付金、不足額の
精算後の税額を
税務署に納付

会社の行う作業
※資料収集書類記載の留意点

〇「扶養控除等（異動）申告書」…　扶養親族の生年月日、住所、所得の見積額

〇「配 偶 者 控 除 等 申 告 書」…　配偶者の生年月日、住所、社員本人の給与以外の収入・経費の見積額、配偶者の収入・経

　　　　　　　　　　　　　　　　費の見積額

〇「保 険 料 控 除 申 告 書」…　証明書の添付

ここが Point ！

〇社員の納税額を最小にするためには上記の書類が過不足なく収集されることが必要であることを説明しましょう！

〇期中の給与計算で「扶養控除等（異動）申告書」が提出されていないのに税額を甲欄で計算していた場合、乙欄または丙欄

　に変更し修正の納税を行なってください。

〇平成 30 年分より配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更されました（下表参照）。その結果、本人の給与以外の所

　得の情報や配偶者の収入状況がより詳細に必要となります。本人の給与以外の所得との合計所得金額が 1,000 万円を超え

　る場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

　所得情報の収集が困難である場合には、年末調整による税金の精算（還付または不足額の徴収）ができないため、各人での

　確定申告書の提出が必要であることを説明してください。

〇源泉所得税の納税は「電子納税」または口座振替の「ダイレクト納付」が便利です。

　税務署または顧問税理士にご相談ください。

年末調整業務
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【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】

老人控除対象配偶者 ４８万円 ３２万円 １６万円

超円999,510,2 円０ 円０ 円０ 超円万３２１

（注）1 合計所得金額が１，０００万円を超える所得者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
 ２ 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることはできません。

国税庁「平成30年分年末調整のしかた」より

１２万円 ２４万円 ３６万円 ８５万円超  ９０万円以下 

配
偶
者
特
別
控
除

（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額） 

９万円 １８万円 ２６万円 ９５万円超  １００万円以下 

１１万円 ２１万円 ３１万円 ９０万円超  ９５万円以下  

１１万円 １１０万円超 １１５万円以下 

６万円 １１万円 １６万円 １０５万円超 １１０万円以下 

３万円 １２０万円超 １２３万円以下 

２万円 ４万円 ６万円 １１５万円超 １２０万円以下 

1,751,999円超
1,831,999円以下

1,831,999円超
1,903,999円以下

1,903,999円超
1,971,999円以下

1,971,999円超
2,015,999円以下

１万円 ２万円 

４万円 ８万円 

配偶者控除

所得者の合計所得金額

1,500,00円超
1,550,000円以下

1,550,000円超
1,600,000円以下

1,600,000円超
1,667,999円以下

1,667,999円超
1,751,999円以下

７万円 １４万円 ２１万円 １００万円超 １０５万円以下  

配偶者の合計所得金額
３８万円超  ８５万円以下

３８万円 ２６万円 １３万円
1,030,000円以下

３８万円 ２６万円 １３万円 
1,030,000円超
1,500,000円以下

900万円以下
（1,120万円以下）

900万円超
950万円以下
(1,120万円超

1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超

1,220万円以下)

  【参考】
配偶者の収入が給与所
得だけの場合の配偶者
の給与等の収入金額

配偶者の合計所得金額
38 万円以下

社員の作業
〇提出期日までに次の資料を収集し会社に提出します。
・「扶養控除等（異動）申告書」関係
　扶養親族の年収、所得、生年月日、住所、障害者・勤労学生・寡婦・寡夫欄のチェック、マイナンバー、死亡年月日
・「配偶者控除等申告書」関係
　社員本人及び配偶者の合計所得金額の見積額の計算表の記載
・「保険料控除申告書」関係
　証明書の提出（生命保険料、地震保険料、給与天引き以外に負担した社会保険料、小規模企業共済掛金、確定拠出年金）
・住宅ローンのある方で初年度確定申告ができている方は、金融機関の平成 30 年 12 月末日現在の「住宅借入金残高証明書」

法定調書作成業務

会社の業務
・提出期限　平成 31年 1月 31 日（木）
・提出書類と提出先
　①税務署への提出書類
　　・法定調書合計表　・給与所得の源泉徴収票　・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
　　・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書　・不動産の使用料等の支払調書
　　・不動産等の譲受の対価の支払調書　・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書　
　②役員・社員の住所地の市町村役場への提出書類
　　・給与支払報告書（総括表）　・各人の給与支払報告書（市町村提出用）

ここが Point ！

〇税務署提出書類の作成に当たって、給与以外の外部への支払調書にはマイナンバーの記載が必要です。事前に（できれば支払い
　時に）マイナンバー提供依頼の書面をお渡しするようにしましょう。
〇従業員等の住所地の市町村が複数になる場合には、書類作成や提出業務が煩雑になります。電子申告が可能ですので顧問税
　理士にご相談ください。

※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、税務署や税理士に
　ご相談ください。
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　第一回期日を終えた調停事件の内容は、「その土
地は道路に接面していない」と道路の所有者であ
る申立人から主張がなされ、最近購入した相手方
は「自分の土地に思うように建物を建築できない」
というようなものでした。また「仮に建築確認が
とれて建物が建築できたとしても、私の土地（道
路）を通行することは認められない。」というもので
した。両者主張を一歩も譲らず、その先不調から
裁判へという道をたどるかに思えていました。我々
専門家は重要事項説明などで、この状況を事前に、
そして的確に把握し、その法的説明を速やかに行
えるのであればよいのですが、そうでない場合取
引に当たって道路に関するトラブルに巻き込まれ、
そしてその責任を負わされる可能性が出てきます。
なぜなら、売却した土地に建物が建たない場合、
債務不履行により契約を解除されるか、瑕疵担保
責任で損害賠償責任を負わなければならないこと
にもなりかねないからで、これは、このような売
買の当事者ばかりでなく、取引士の立場としても
仲介や代理における契約責任を追及される可能性
も十分に考えられます。ただしかし、土地という
ものは同じものは皆無で、すべてが個性の塊であ
り千差万別です。はたして宅建業や不動産鑑定業
を行っていく中、損害賠償からの危険をどのよう
に回避すればいいのでしょうか。ただ、はっきり
言えることとして、我々専門家は「士」であること
により注意義務がすこぶる高く、「分かりませんで
した」が全く通用しないことだけは認識しておか
なくてはなりません。紛争終局の裁判所のなかで
も当然そのように扱われることになります。そし
て、宅建業をはじめ多くの専門家も関係するこの
調停事件は、土地がやはり個性的で、理論が複雑
であるがゆえに混迷を深めていました。どのよう
に解決すればいいのでしょうか？
　さて、考え方の角度を少し変えてみます。そう
すると、きっとスピーディーに理論整理すること
ができるでしょう。よく、一般用語で「無道路地」

といいますが、それは法的に何を意味しているの
でしょうか？この問いかけに即答できるならばよ
いのですが、そうでない場合は、やはり道路に関
するトラブルに巻き込まれる可能性がでてきます。
このように整理してください。「建築基準法上の無
道路地と民法上のそれは全く別のものであり、両
法の要件を別々に検討し、それぞれの要求をそれ
ぞれにクリアーすることが求められる」と。建築
基準法は建物を「建てる」ための要件を問題にする
法律であり、同法に規定する「道路」に面していな
ければ建築基準法上、建物が建たない無道路地と
なるのです。一方民法は建物へ「アクセスするた
めの」隣地通路を通ることができるかの要件を問
題にする法律であり、地役権などの通行するため
の権限がない場合、その土地へ行けないいわゆる
民法上の無道路地となるのです。民法上の公衆用
道路（登記法でも道路法上でもありませんので注
意してください）であるならば、誰でも無償にて通
行できますが、個人の所有する私道の場合は、建
築基準法上の道路であっても、それが民法上の公
道かどうかは自動的に決まるものではありません
ので、全力でここに注意を注いでください。建物
を建てる瞬間の法律と、その後、通行できるかに
ついての法律という法的役割の違いがあるのです。
先に紹介した調停は、複雑であるがゆえに基本的
なことで解決方法を模索していきました。という
よりはむしろ、基本的なことを両者が理解するこ
とによって問題点がクローズアップされ、結論と
して、建築基準法上は道路（私道）に接面している
可能性が高いが、民法上、当然には通行権は得ら
れないというまだらな事実関係となりました。
　最終的に、その土地を道路所有者が買い取る形
での解決方法（和解）となりました。道路所有者は
両法律を確実にクリアーすることができるため、
建物が建つ一般的水準価格を基に購入するよう促
しました。

道路のトラブル事例について
（無道路地とは？）

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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受講者からは多数のご質問と笑い声が沸き起こったりと和やか
な雰囲気につつまれていました。セミナー後半の個別相談会
では、開業手続きについて、資金の調達や営業方法など活発
に行われていました。

『10/1全国一斉不動産無料相談会in県民広場！』
　今年度から、10月1日全日本不動産協会設立日に、全国一
斉不動産無料相談会が開催されました。
　不動産取引に伴う一般消費者の利益を保護する立場から、
不動産に関する知識の普及並びに安心安全な不動産取引を実
現することを目的に、全国各地で一斉に相談会を開催すること
で、全国組織の公益法人が実施している事業であることを広く
社会に浸透を図るとともに不動産に対する認識をより深め、ト
ラブル未然防止を図るべく、より有意義な相談活動としています。
沖縄県本部は、県庁前の県民広場にて、弁護士、建築士、税
理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士の計10名を相談員とし
て開催いたしました。当日は夏日と思わせるくらいの強い日差し
の中、様 な々相談者にお越しいただき大盛況で幕を閉じました。

Z・brain.NETシステム提供終了のご案内
　Z・brain.NETは、2019年1月31
日（木）23：59をもって、システムの
ご提供を終了させていただきます。
　長期間に渡り、Z・brain.NETを
ご利用いただきましてありがとうござ
いました。
　後継サービスとして、7月31日リ
リースいたしました「ラビーネット契
約書類作成システム」をよろしくお願
いいたします。

◇◇ご注意ください！◇◇
システムのご提供終了後は、Z・brain.NETにアクセスで
きなくなります。
これまでZ・brain.NETで作成いただいた契約書類は、
必ずPDFファイルにて保管をお願いいたします。

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3回　法定研修会　10月16日（火）
　今回は、平成30年4月1日から施行されました「住宅イン
スペクションサービス（建物状況調査）」をテーマに、宅地
建物取引業法改正と住宅ｲﾝｽﾍ゚ ｸｼｮﾝ、検査や保証を利用す
るメリット、建物状況調査の内容、既存住宅かし保険につ
いて開催しました。

全日ステップアップトレーニングを開催しました♪
＜売買編　9/18（火）＞
　宅地建物取引業に初めて従事する方はもちろんのこと、日々
の実務の基礎知識の確認など、多くの宅地建物取引業に従事
する方に役立つ研修です。宅地建物取引業に従事する者の基
本的心得や、物件調査、契約書の知識など、宅地建物取引業
務に必要な法律・制度を体系化し、取引の流れに沿って構成さ
れています。重要事項説明書・契約書作成時の注意点などを事
例を基に説明し、開業予定者の方も多数ご参加いただきました。
＜賃貸編　11/13（火）＞
　賃貸内容中心のカリキュラムを作成し、賃貸基礎編を実施。
すべて弁護士による講義で、借地借家法の基礎内容、取引
の流れ、原状回復のガイドライン等、賃貸業務に必要な知識
を網羅する内容の研修でした。無料取引相談でも件数が多
い原状回復については、業者側、貸主側、借主側各々の立
場からの対応や確認ポイントなどを解りやすく説明し、メモ
を取る姿が多く見られました。

☆不動産業開業支援セミナー　9/6（木）☆
　不動産開業を予定されている方、興味がある方を対象にセ
ミナーを開催。不動産業の実務の流れを売買編・賃貸編と分
けて説明し、担当講師の実体験を交えた取引内容と失敗談に、

9月   
 6日   第1回 不動産業開業セミ

   ナー
10日  取引相談委員会

   第４回 理事会
14日 全国事務局研修会
18日 全日ステップアップトレーニ

   ング 売買編

   不動産無料法律相談
19日  会報誌 ゆい 北谷町長

   取材
28日  組織委員会

10月   
 1日 全国一斉不動産無料相談会

   in 県民広場

 9日  監査会
   名護無料取引相談

11日 取引苦情処理業務指導者
   研修会

16日 第３回 法定研修会
26日  第５回 理事会

11月    
 7日  総本部 理事会
 8日  全国不動産会議 石川県

   大会
13日 全日ステップアップトレー

   ニング 賃貸基礎編
30日 忘年会

理事会及び各委員会の動き（平成30年9月～11月）
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土田英明　沖縄県本部長 鈴 木 和子　税 理士 藤田雄士　顧問弁護士

11月30日（金）、那覇市内のホテルにて「忘年会」を開催しました。
　当日は、約120名の会員の皆様にご参加いただきました。
　土田英明沖縄県本部長の開会挨拶にはじまり、続いて当県本部の法定研修会での講師、また会報誌「全
日OKINAWAゆい」にて税務講座をレクチャーして頂いている、鈴木和子税理士に来賓挨拶をいただき、顧問
弁護士の藤田雄士様による乾杯挨拶の後、食事・懇談に移りました。

　沖縄県本部では、研修会皆出席者の表彰式を行い、表彰状と記念品を贈呈させていただきました。
平成30年の法定研修会（年4回開催）皆出席者は5名でした。

会場内では、美しく盛り付けられたお料理を囲み名刺交換も賑やかな笑い声とともに活発に行われました。

（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

平成30年度　忘年会平成30年度　忘年会

研 修会皆出席

商　号 代　表　者

1 　合同会社　伊礼不動産 伊礼　　修

2 　（有）うるま産業 目差　武博

3 　（株）スイートホーム 伊是名　武

4 　（有）のうけん 大嶺　通邦

5 　（株）リアルシティ・コーポレーション 本店 上野　武人
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　続いて、今年度新たに全日メンバーとなった新規会員紹介も行いました。

　和気あいあいムードの中、豪華景品が当たるお楽しみ抽選会やじゃんけんゲームを行い、終宴まで笑顔の絶え
ない会となりました。

豪華景品　お掃除ロボット獲得！

☆　～　記念 撮 影　～　☆

♪　じゃんけんゲーム　♪

ＷＥＬＣＯＭＥ！
みんないい笑顔
だね！
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トラスト株式会社
代表者 兼 専任取引士：

中川　航太

趣　味：サッカー

居心地の良い空間さがし

のお手伝いをさせていた

だきます。

住　所：沖縄県宮古島市

平良字下里1071－1

サンライズ大原105号室

TEL：0980 -79 -9893
FAX：0980 -79 -9894

ライフホームズ株式会社
代表者：岡部　新

取引士：安田　好彦

趣　味：旅行・グルメ

平成30年8月から那覇市安謝で開業をいたしま

したライフホームズ株式会社です。

私達は、木造住宅の高いスキルと専門性を活か

しこの沖縄県に安心で快適な木造住宅の普及と

発展に貢献してまいります。

ライフホームズ社員一同業務に精励する所存で

ございますので、ご支援を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

【一級建築士2名・宅地建物取引士4名】

住　所：沖縄県那覇市安謝1-22-56

TEL：０９８- ８６７- ３５３０
FAX：０９８- ８６７- ３５４０

株式会社ナカソネアルミ
代表者：仲宗根　克
取引士：仲宗根　弘憲
住　所：宮古島市平良字荷川取352-60
TEL：0980 -72-4756
FAX：0980 -73 -5278

ルミエル不動産
代表者：翁長　正次
取引士：翁長　正次
住　所：浦添市仲西1-15 -11
TEL：098 -875 -9734
FAX：098 -875 -9734

沖縄グッドライフサポート（株）
代表者：郭　順
取引士：冨永　梨加
住　所：那覇市安里1-1-58
TEL：098 -963 -6660
FAX：098 -9 17 -5552

ＷＯＲＬＤＸ（株）
代表者：上地　樹
取引士：桃原　秀吉
住　所：浦添市屋富祖3 -6 -5
TEL：098 -894-8049
FAX：098 -894-8059

（有）龍球ホールディングス
代表者：下地　繁伸
取引士：宮本　匡
住　所：西原町翁長567
TEL：098 -917-20 05
FAX：098 -917-2231

（株）Ｔプラス不動産総合コンサ
ルタント
代表者：髙江洲　浩
取引士：髙江洲　浩
住　所：那覇市古島1-26 -4
　　　　ｲﾝﾀｰｻｲﾄ゙ ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ101
TEL：098 -943 -1922
FAX：098 -943 -1923

（株）長堂屋ＧＲＯＵＰ
代表者：長堂　祐磨
取引士：長堂　俊春
住　所：今帰仁村字玉城710 -1
TEL：0980 -43 -9199
FAX：0980 -43 -9229

くらしデザイン研究所（株）
代表者：平井　紀行
取引士：平井　紀行
住　所：那覇市安謝617-192-402
　　　　沖縄管財ビル
TEL：098 -862-1333
FAX：098 -862-1333

伊波不動産
代表者：伊波　守
取引士：伊波　守
住　所：うるま市石川白浜2-3 -24
TEL：098 -959 -6956
FAX：098 -959 -6956

（株）南国不動産
代表者：新垣　信喜
取引士：上原　輝俊
住　所：糸満市糸満2275
TEL：098 -851-7511
FAX：098 -851-7426

エスタス
代表者：荷川取　正
取引士：荷川取　正
住　所：那覇市安里3 -1-35　儀間ｱﾊﾟー ﾄ101
TEL：098 -953 -2377
FAX：098 -953 -2377

（株）ライト工務店
代表者：島袋　徳秀
取引士：長濱　雄一
住　所：宜野湾市新城2-9 -19
TEL：098 -892-5112
FAX：098 -892-5113

（株）ドリームキャッチ
代表者：仲松　信
取引士：仲松　信
住　所：宜野湾市伊佐3 -23 -10　ShinAP101
TEL：098 -943 -6057
FAX：098 -943 -6058

（有）和開発
代表者：和宇慶　朝夫
取引士：和宇慶　隆
住　所：うるま市字喜屋武599 -6
TEL：098 -974-7631
FAX：098 -974-7637

（株）Ｇｙｉ
代表者：新里　奈津美
取引士：新里　奈津美
住　所：沖縄市美里2-13 -33
TEL：098 -989 -3918
FAX：098 -989 -3919

安居不動産（株）
代表者：王　忠彦
取引士：王　忠彦
住　所：沖縄市照屋4-1-17
　　　　ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰﾄ照屋802
TEL：098 -937-7818
FAX：098 -937-7818

ちいき不動産
代表者：上原　幸浩
取引士：上原　幸浩
住　所：那覇市おもろまち4-10 -11
　　　　ｺｰﾎﾟ丸喜2B
TEL：098 -9 1 7-2112
FAX：098 -863 -8029

（株）SHOEI　CORPORATION
代表者：照屋　誠史
取引士：照屋　美江
住　所：うるま市字兼箇段1058 -2
TEL：098 -975 -010 0
FAX：098 -975 -0111

New Member
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◎免許更新会員のお知らせ（Ｈ31.4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。

沖縄県本部顧問弁護士事務所による無料法律相談会
を毎月第3火曜日に開催しております。
宅建業に関する業務と法律解釈の整合性、及び実際
のトラブルの解決の一助としてご利用ください。

＜開催日時＞　H31.1/15（火）、2/19（火）、3/19（火）
　　　　　　　時間はいずれも14時～16時
＜場　　所＞　沖縄県本部　事務局
＜相談時間＞　1社30分 相談枠は4社までとなります。
＜相談予約＞　申込書での事前予約制
　　　　　　　締切：開催日の1週間前

お問い合わせは、事務局（098-867-6644）まで。

※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。

Esperanzaリアルエステート

沖縄不動産いー住

(有)ティダエステート

(株)ＷＩＬＬ

H31.4.22

H31.4.24

H31.4.30

H31.5. 2

(株)テンハウス

もとぶ不動産(株)

(有)住総

(有)ｴｰｽﾌｧﾐﾘｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

H31.6.13

H31.6.19

(株)イッセイナナ産業 H31.5.12 浜カフェ不動産(株) H31.6.25

H31.5.26

H31.6. 1

免許期日商  号 免許期日商  号

免許更新会員

沖縄県本部では、組織の拡充と入会促進を目的に
「新規会員紹介キャンペーン」を実施しております。

会員の皆様からご紹介くださった方の入会手続が
完了した際に、入会報奨金を進呈しております。

また「入会費用20万円減額キャンペーン」
を合わせて実施しておりますので、不動産業開業
を検討されている方がいらっしゃいましたら、是
非ご紹介くださいませ！

＜無料法律相談会のお知らせ（会員様限定）＞

新規会員をご紹介ください！
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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


