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土田本部長　町長に就任されて2年目にあたり、今
後の与那原町の町づくりについて、お話を伺いたい
と思います。本日は、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

照屋町長　本年は、町制施行70周年になります。
次なる80周年に向けて、この10年で取り組むべき
課題を明確にし、計画的に行政運営を行うために「第
5次与那原町総合計画」を策定しました。これまでも
10年ごとに策定してきましたが、今回の第5次与那
原町総合計画は、大きな特徴を打ち出しております。

土田本部長　第4次総合計画との違いをお教えいた
だけますか？

照屋町長　まず、今回の計画策定にあたり、事前
に4つの分野に分かれ町民会議を行い、町民の皆さ
んからのご意見を取りまとめています。施策は多岐
にわたりますが、随所に町民の皆さんの意向が反映
された形になっています。「みんなで創ろう 活気あ
ふれる 美らまち与那原～平和と文化・伝統を未来
へ綱げて～」というキャッチフレーズを掲げていま
すが、まさにこれが町の将来像であると考えていま
す。これを実現するために基本目標を立て、各施策
に落とし込んでいるわけです。各施策は、財政や教
育・文化、子育て・健康福祉など各部署が担当して
いくことになりますが、横断的に連携すべき施策を、
全町体制で推進する重要施策としています。「大型
MICE施設」、「子どもの貧困対策」、「生涯健康づくり
の推進」の３つです。

土田本部長　なるほど。総合計画を拝見すると、各
施策に目標指標があるようですが。

照屋町長　そうです。施策ごとに目標指標を設定し、
前期基本計画5年での目標になります。数値化する
ことで町民全員が目標の達成状況を確認できるわけ
です。たとえば、人づくり、地域づくりの施策につ
いては自治体加入率を目標指標にしており、現在は
50.3％であるのを5年後には55.0％としています。
5年後に達成できたか、できていなければ、それは
なぜか、改善点はどこにあるかと、後期基本計画5
年につなげられるよう運用していきます。

土田本部長　重点施策である大型MICEは近隣自治
体との連携もあると思いますが、現時点での進捗は
いかがですか？

照屋町長　大型MICEについては、沖縄県との協働
になり、エリア全体のデザインコンセプトやゾーニ
ングなどは出来上がっています。たとえば、マリー
ナ南側はホテル用地として計画していますが、単に
ホテルが林立するのではなく、町民が憩える場所と
なるよう、１、2階は商業施設やスポーツ施設を誘
致し、3階以上を客室とするといった設計を考えて
います。また、3つ星クラスのホテル、ビジネスホ
テル、ファミリーユースというように、場所によっ
てニーズに合わせたホテル誘致を行う計画です。こ
うした町からの提案については県も了承していま
す。このほか水路を活用したマリンレジャーや水辺
のマルシェなどゾーニングに合わせたプランニング
は進めています。

土田本部長　すでに「マリンタウン東浜」が完成して
10年経ちます。MICEとともに住宅地開発も気にな
るところです。

照屋町長　そうですね。「マリンタウン東浜」につい
ては、成熟してきた一方で、もう土地がないんです
ね。10年前の2～ 3倍に地価は上がっています。そ
れぐらい人気のエリアに育ちました。町内からの転
入が2割、他市町からの転入が4～ 5割、県外から
は2～ 3割といったところですが、町内で分家して
家を建てたくても建てれないという状況なのです。
MICEとの関連もありますが、規制だけでは町民の
需要に応えられません。市街化区域の拡大を進める
必然性があるのです。今、与那原南風原バイパス
を新設しているところで、この道路周辺については
MICE周辺の支援地として市街化区域にすることで、
新たな需要に対応していきたいと考えています。
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土田本部長　那覇広域圏での調整は大変だと思いま
すが、道路の新設に伴う開発というのは、私たち業
界にとっても注目したいところです。

照屋町長　那覇へ通学、通勤する町民も多いですか
ら、バイパスができれば与那原三叉路の渋滞も緩和
されますし、道路行政の面でも重要な施策だと捉え
ています。ただ、土地開発においては、昔ながらの
伝統文化を残し、自然を残し、調和の取れたもので
なくてはなりません。生活に必要な道路は造る、そ
の周辺は市街化区域に緩和する。こうした都市開発
のマスタープランを持って取り組んでいます。もと
もと与那原町は住みやすい町と言われています。那
覇からは10㎞圏内でロケーションがいい。昔は軽
便鉄道があり、山原（やんばる）からの物流は与那
原を経て那覇へと届けられていました。海も森もあ
り自然豊かな土地です。生活に必要な施設や学校も
あり、必要なものが集積しているコンパクトシティ。
それが与那原町です。コンパクトであるというのは、
行政コストも抑えられ、効率よく予算配分できるメ
リットがあります。

土田本部長　人が集まる町というのはいいですね。
人口も増えて、ますます町の活性化が進みますね。

照屋町長　推計人口は2025年度をピークに2万人
を超える見込みです。東浜地区の平均年齢は40歳
未満ですから未就学児童も多く、人口増とともに子
どもたちの成長に合わせた受入体制の整備も必要で
す。今年4月に待機児童対策で130名の保育園を新
設しましたが、潜在的待機児童もおり、まだ不足し
ています。もちろん保育園が新設され、女性の就業
意欲が高まることは喜ばしいことです。そうした要
望にも応えていきたいと思います。

土田本部長　人口増を見据えて、受け入れ体制をす
でに整えられていたわけですね。

照屋町長　すべて計画どおりとは行きませんが、住
民にとって何が便利なのか、生活がしやすくなるか

と考え、実行するのは行政の仕事ですからね。小学
校の学区変更も行いましたし、お子さんをお持ちの
世帯にとっては、住みやすく安心して子育てができ
る町だと言えます。

土田本部長　若い人が集まる町は魅力的で、体制
を整えるのは大変ですが、町の未来につながりま
すね。

照屋町長　まさに、町の未来、将来像を描くことは
大切です。実現には時間もコストもかかりますが、
新しい交通システムの導入も検討しています。来年
にはLRT（路面電車）導入のための協議会を設立す
る予定です。与那原―南風原―那覇を結び、豊見
城、糸満へと続くルートを想定しています。軽便鉄
道が走っていたこともあり、LRT導入への住民の機
運は高まっています。一方で、ふるさとイベント大
賞で内閣総理大臣賞を受賞した「与那原大綱曳まつ
り」をはじめ、聖地を巡る「東御廻り（あがりうまー
い）」のルートになっていること、「聞得大君（きこえ
おおきみ）の墓」、「御殿山（うどぅんやま）」や「親川

（うぇーがー）」など、歴史、伝統、文化を大切にし、
新たな観光振興を推進することも、未来へとつなが
ることだと考えています。現代的なまち、歴史文化
のまち、歩きたくなるまち。
町の魅力を伝えていきたいですね。

土田本部長　新庁舎は令和3年に完成するとのこと
で、与那原町のさらなる発展、楽しみにしています。
本日はありがとうございました。

若年層が増え、現時点では高齢化率が県内のなかで
も低い与那原町ですが、将来はいずれ少子化になる
ことを見据えて、先手先手で施策を打ち出す照屋町
長の実行力は、町民にとっても心強いものでしょう。
独自にLRT導入をという発想も町の活性化には欠
かせないことでしょう。照屋町長の若さあふれるパ
ワーに導かれる与那原町に注目です。
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土田英明　沖縄県本部長 藤田雄士　顧問弁護士 波平忠敏　沖縄県副本部長

12月13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100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、顧問弁護士の藤田雄士様に来賓挨拶をいただき、波平忠
敏沖縄県副本部長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。
令和元年の法定研修会（年4回開催）皆出席者は11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

令和元年度　忘年会令和元年度　忘年会

商　号 代　表　者

1 　（株）イッセイナナ産業 大城奈々子

2 　（株）那覇不動産 村田　　淳

3 　マッキーホーム 牧内ひとみ

4 　（株）ゆいまーる不動産 比嘉　一幸

5 　ライフホームズ（株） 岡部　　新

6 　（株）リアルシティ･コーポレーション 北谷オフィス 上野　武人

7 　（同）伊礼不動産 伊礼　　修

8 　（株）叶プロデｭース 上地　安信

9 　（株）スイートホーム 伊是名　武

10 　（株）沖縄ネット不動産 木村　隆宏

11 　（株）プラットホーム沖縄支店 渡壁　謙二
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　続いて、永年勤続優良従業員の表彰として勤続10年以上の従業員を対象に事業の繁栄や社業の発展に貢
献した方を称える機会として、（有）スタプランニングの平城恵様を表彰いたしました。2009年1月に入社し12月
13日現在で勤続年数が10年11ヵ月になったという事で、今後も益 ご々活躍されることを沖縄県本部一同応援
しております。

和気あいあいムードの中、終宴まで笑顔の絶えない会となりました。

★新たに全日メンバーとなった新規会員紹介や、豪華景品お楽しみ抽選会やじゃんけんゲーム

☆　～　記念 撮 影　～　☆
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　社会の高齢化に従い、皆さんの不動産取引の現
場でも、成年後見がからんでくる事例が多くなっ
ているだろうと思います。
　しかし、沖縄においては弁護士や司法書士なら
何人かの後見人をしていて当たり前とまでは言え
ず、後見人としての業務をしたことがない者が、
実際には通らない助言を最初にしてしまい、後で
困った状況になるということが散見されます。
　そこで、本稿では、皆さんが相談を受けそうな
基本的な事例を挙げ、成年後見の観点からどう判
断されるのかを確認したいと思います。
　以下の事例は、本人（成年被後見人）にはもはや
判断力がないという前提です。

私には認知症で施設に入所中の母と、健常者の父が
いました。ところが、先日、父の方が亡くなってし
まいました。父の主な遺産は実家の土地・建物です。
私の兄弟は兄と私と妹ですが、これまで兄が主に父
母の世話をしてきました。だから、父の遺産分割協
議の際には、母も私も妹も何ももらわないようにし
て、遺産を兄に相続させるかわりに、今後も兄が中
心になって母の面倒をみるということにしたいと考
えています。相続後、兄は実家を売却する予定で、
売却の手続きをこちらにお願いするつもりです。な
お、兄は信頼できる人柄で、財産を得た後で母に対
する態度が豹変することはありえません。

＊
　「遺産分割のためにはお母さんに成年後見人を就
けなくてはいけない。就任した成年後見人が遺産
分割協議に加わる」と説明するのは正しいのです
が、「お母さんのためにもなる決め方だから、皆で
そう決めれば相続登記は通る」と考えてはいけま
せん。家庭裁判所がこの分割方法を認めないと思
います。
　相続人間で合意が成立するのなら、法定相続分
と異なる遺産分割協議をしてもよいというのは、
その通りです。
　しかし、「亡父の遺産を長兄に相続させるかわり
に、長兄が母の面倒をみる」という約束は、必ず
履行されるとは保証されません。
　相談者の言うように、長兄が信頼できる人間で
あったとしても、長兄の方が母親よりも先に亡く

なるかもしれません。事故や認知症で長兄は自分
では母親の世話ができなくなるかもしれません。
その際、長兄の妻や子供らが、長兄と同じレベル
で「母親の面倒をみる」かどうかは誰にも分かりま
せん。
　また、そもそも、どの程度の世話をしたら約束
が守られたと言えるのか、決め様がないようにも
思われます。
　その一方、判例は、遺産分割協議で定めた義
務を履行しない場合に債務不履行を理由に遺産
分割協議自体を解除することはできない（最判例
H元･2･9）としています。
　だから、事例のような遺産分割の方法がその親
族の中では十分に合理性があり、皆が納得してい
たとしても、協議に加わる成年後見人としてはそ
れを認めるわけにはいかないのです。
　家裁も必ず「被後見人が法定相続分以上のもの
を得る」ような分割方法を取るように、成年後見
人を指導してきます。
　なお、成年後見人が遺産分割案に合意すること
について、家裁に許可を求める必要があるとは法
定されていませんが、そもそも、相続人らが遺産
分割をするために母親の成年後見人選任を申し立
てた場合は、家裁はこれから遺産分割がされるこ
とを把握していますから、成年後見人を選任する
時点で、成年後見人に、被後見人の取り分が法定
相続分よりも少なくなる分割方法は認めないよう
に、確認してきます。
　もともと被後見人に成年後見人がついていて、
その後、たまたま相続が発生し被後見人が相続人
となった場合も、相続により被後見人が包括財産
を取得した場合には、成年後見人は遅滞なく包括
財産の内容を調査し、1ヶ月以内に目録を作成し
なければなりませんから（民856･853）、家裁の監
督の目を逃れることはできません。
　そうであるため、成年後見人は、実際は、遺産
分割協議書に署名押印をする前に、家裁にその遺
産分割協議書を「案」として示し、合意してよいか
相談するのが普通です。
　後見人が、家裁と相談せずに勝手に被後見人に
不利な内容の遺産分割協議をし、後でそれが家裁
に知れた場合は、後見人に対して損害賠償請求が
なされることになるだろうと思われます。

知っておきたい成年後見
（こんな事例はどう考える①）

よへな司法書士事務所 所在地：沖縄県那覇市松山1-30-1
　　　　松山アーバンビル 2F
TEL：098-860-6708

事
務
所司法書士 ･ 行政書士　 饒平名 孝

    よへな　  たかし



7

　新築・中古マンションの販売速度が鈍っていま
す。その先は、上昇する階段なのか、下降する階
段なのか定かではありませんが、今、少なくとも
沖縄のマンション価格は、踊り場を迎えていてい
るようです。きっかけは、沖縄のマンション価格
の急速な上昇に金融機関が懐疑的になっているこ
とですが、取引市場から見ると、需要に比してか
なり少なかった新、中古マンションの供給が増加
しており、那覇を中心におおむね均衡が取れてき
たからと言えるでしょう。ただ、注意すべきこと
は「供給の形態」です。格上のマンションを購入す
るために、保有するマンションを売却している形
態が少しずつ増えていることです。このまま供給
が増加し続けると、やや質の悪い不動産から値崩
れが始まることも考えられます。この状況で今バ
ランスが取れているということは、海外からのイ
ンバウンド等新規の需要増加がなければ、以前の
ような価格上昇は難しいのではないでしょうか。
今後の新規インバウンドに注目しましょう。
　今回は、マンション査定に重要な論点を二つに
分けて解説しましょう。マンションのハード的側
面とソフト的側面です。このことについて、当然
皆さんは実践で把握していることに間違いはない
のです。しかし、今後さらに激動の価格形態を示
す沖縄でのマンション取引の理解のためにあえて、
その実践経験に理論的根拠をつけつつ考察してみ
ましょう。まず理解するべきことは「ハード面は
不動産取引の価格に作用する要因」で、「ソフト面
は不動産取引の事後的満足度に作用する要因」と
いうことです。
　先ほど、「格下の質の悪いマンション」という表
現をしましたが、この要因がハード面の要因であ
り、特に重要な項目は「建物の質」と「立地条件」
です。もちろんマンションの「経過年数」も重要な
価格に作用する要因ではありますが、判断ミスに
つながり易いという意味での重要性の違いは先の
二つの論点を取り上げることができます。建物の
質は躯体と設備、内装に分類してその痛み具合を
ていねいに推測する（評価することに他ならない）
必要があります。そしてさらに、難問であるのが

「立地条件」です。ここで、モノレール駅までの距
離や、幹線道路までの距離など典型的な要因は無
難に判断できるのですが、例えば小学校等、購入
する主体の属性によってその重みが異なる要因に
ついては特に注意が必要です。小学生がいるファ
ミリーとそうでない場合では価格が異なることに
なります。「なまもの」の様に、属性の違いにより
マンションの価格は異なって決定されることに注
意して下さい。
　本論の最後に重要な論点であるソフト面につい
ての解説をします。価格に影響する要因でもあり
ますが、顧客の満足度に直接影響する重要な要因
です。具体的な項目としては「修繕計画」「修繕積
立金」さらに難しいのが「理事会・総会の状況」
「管理会社との関係」です。この項目を購入前の価
格に反映できる取引士は少ないものと予測します
が、この情報は日々の丁寧なマンション情報管理
によって得られる重要な要因といえるでしょう。
　まず修繕計画としては、理事会でどのように現
実的な修繕計画を立て、総会においてどのように
理解（承認）を得ているかが重要です。さらに、そ
の計画の遂行のため、積立金の残高が金銭的に十
分に保管されているか否かも非常に重要です。マ
ンション各戸の所有者から計画的に積立金が徴収
され、「計画的に」「適性に」支出されていなければ
残高不足になり修繕計画が破綻しかねません。マ
ンションのソフト的質はそのマンションの「理事
会」「総会」「管理会社」単体に依存し、さらに、そ
の「三者の関係」に依存します。普段の資金支出管
理体制が重要です。普段も無駄に組合の金銭が支
出されていないかどうかを細かくチェックする総
会か、理事会かにより、マンションの金銭残高の
優良性が決まるのです。
　結論として、皆さんが扱うマンションについて、
このような情報がなければ、顧客の長期的満足度
に答えることはできないと言わざるをえないで
しょう。価格激動の沖縄では、日々のマンション
管理情報の重要性につき、以上の論点を中心に今
後見直す必要があるのです。

鑑定士から見る、不動産（土地・建物）
価格査定における押さえておきたいポイント！

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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Ｒホーム沖縄株式会社
代表者/ 取引士：宮城　裕樹

住　所：沖縄市宮里2-1-9

TEL：098 -988 -5591

FAX：098 -988 -5592

つながるアットホーム
代表者/ 取引士：浦崎　暁

住　所：糸満市字糸満1495 -2

TEL：098 -953 -8764

FAX：098 -840 -8765

真和建築設計事務所
代表者：目取眞　繁

取引士：神谷　早野花

住　所：北谷町字桃原7-4

TEL/FAX：0 9 8 -93 6 -9 8 8 8

株式会社info
代表者：濱元　和則

取引士：田場　洋子

住　所：那覇市安謝2-4-11

TEL/FAX：0 9 8 -9 4 3 -0 9 0 6

Ei　TEMPEL株式会社
代表者/ 取引士：杉本　奏

住　所：那覇市牧志3 -2-10

　　　　てんぶす那覇E-1

TEL：098 -869 -0 021

FAX：098 -869 -0 022

コモンズ地所株式会社
代表者：ハーギス実樹也

取引士：橋爪　邦江

住　所：宜野湾市真志喜1-11-12

TEL：098 -988 -3375

FAX：050 -3588 -1039

株式会社ＧＥＮＫＩ
代表者：大田　剛義

取引士：藤井　常人

住　所：うるま市安慶名384

TEL：098 -989 -8658

FAX：098 -989 -8659

ユートピアハウジング株式会社
代表者/ 取引士：クラーツ幸子

住　所：沖縄市胡屋2-15 -26

TEL/FAX：0 9 8 -9 8 9 -0 2 29

桜不動産株式会社
代表者/ 取引士：石川　智也

住　所：浦添市字前田632-2

TEL：098 -962-9118

FAX：098 -993 -5919

Monstera　HOUSE
代表者/ 取引士：安次嶺　朋美

住　所：読谷村字大湾732

TEL：098 -921-8033

FAX：098 -921-8034

サファリエステート株式会社
代表者：瀬長　博康

取引士：平良　慎也

住　所：うるま市石川山城814-1

TEL：098 -962-1999

FAX：098 -989 -9168

株式会社ＡＨＣ沖縄
代表者：高村　明彦

取引士：平敷　優香乃

住　所：那覇市久米1-3 -5　ﾚｷｵﾋﾞﾙ

TEL：098 -917-5860

FAX：098 -917-5861

東亜うみそら不動産
代表者/ 取引士：岩崎　一人

住　所：宜野湾市大山3 -1-3

TEL：098 -988 -4115

FAX：098 -988 -4116

令和住宅管理
代表者/ 取引士：山城　浩一

住　所：八重瀬町字屋宜原23 -62

TEL：098 -914-1128

FAX：098 -901-7888

株式会社紫興業
代表者：又吉　正也

取引士：中村　明原

住　所：読谷村字波平1817-3

TEL：098 -989 -8644

FAX：098 -989 -8645

株式会社Ｔ＆Ｃ ＬＡＢＯ
代表者/ 取引士：宮城　直樹

住　所：うるま市安慶名1-7-31

TEL：098 -979 -2020

FAX：098 -979 -2021

New Member

8月   
19日 ��組織委員会
20日 �弁護士無料法律相談会

9月   
� 5 日 �九州・沖縄地区協議会TRA
   説明会

12日 �取引相談委員会
17日 �弁護士無料法律相談会

10月    
� 2 日 総本部 理事会
� 3 日 全国不動産会議高知県大会
� 9 日 会報誌 与那原町長取材
15日 弁護士無料法律相談会

16日 名護市役所 無料取引相談
21日 上半期 監査

11月    
14日 九州・沖縄地区苦情処理
   研修会
19日 �弁護士無料法律相談会
20日 �名護市役所 無料取引相談

28日 �九州・沖縄地区協議会 正副�
 会長会議

12月    
� 6 日 �総本部理事会
10日 沖縄県本部理事会
13日 会員親睦忘年会
17日 弁護士無料法律相談会

理事会及び各委員会の動き（令和元年8月～令和元年12月）
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みられました。セミナー後半の個別相談会では、開業手続

きや、資金調達、開業後の営業方法などについて質疑応答

が行われました。

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 10/15（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

成時の注意点など事例を基に説明し、開業予定者の方や一

般の参加者も多数ご参加いただきました。

（会員の皆様は、賃貸基礎編の講習はﾗﾋﾞー ﾈｯﾄよりeﾗｰﾆﾝｸ ど

して受講できます）

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2回　法定研修会　8月23日（金）

　会員支援システム「ラビーネット」にて昨年リリースされた

「契約書類作成システム」と新規コンテンツのご紹介を兼

ね開催しました。また、賃貸をお取り扱いの会員の皆様に

おすすめの「全日ラビー少額短期保険」もご紹介し、賃貸

物件における事故と保険の効用については質疑も多く、研

修後も加入手続きについて数多くのお問合せをいただきま

した。

（ラビー少額短期保険についての詳細は、ラビーネットより確

認できます。会員限定）

第3回　法定研修会　11月12日（火）

　2020年４月に施行される民法改正を踏まえて、不動産取

引売買契約においてどのような点に注意すべきかを、具体

的な紛争事例にて物件や取引当事者に内在するリスクを予

見し調査する能力を学べる研修を行い、また不動産会社の

ビジネス拡大として信託の基礎知識について2部構成で開

催いたしました。

☆不動産業開業支援セミナー 9/2（月）☆

　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、受講者からは多数のご質問とメモを取る姿が多く

各研修会やセミナー
などのお知らせは、
随時ホームページに
て告知しています。
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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!! 令和2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


