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土田本部長 昨年は町政に移行して40周年。加
えて、人口4万人を達成されました。今後の南風
原町のまちづくり、地域での取り組みなどを伺い
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。

土田本部長 那覇市へ通勤する世帯も多いと思
いますが、安心して子育てができる環境は魅力
的ですね。都市開発も進んでいますから、まだま
だ人口は増えるのではありませんか。
赤嶺町長 南風原町は交通の要衝でもあります。
沖 縄 自 動 車 道のインターチェンジが2カ所ある
のは南風原町だけです。国道、県道が整備され、
町道は生活利便性を高めていくことが大事です。
しかしながら、周辺には放棄地、未利用地が残っ
ています。2つのインターチェンジを中心に、土
地の高度利用を進めることが重要です。ただ、南
風原町は用途地域の8、9割は住居系です。これ
からは産業、商工業系の土地利用を進める必要
があると考えています。県による市街化区域の線
引き見直しの動きもありますから、都市化に向け
て、動き始めます。
土田本部長 具体的に進められている都市開発
のご予定を教えていただけますか。

赤嶺町長 少子高齢化社会が進むなか町民が4
万人を超え、なかでも若い世代が増えていること
は、本当に喜ばしいことです。町長として、
「7つ
の政策」を掲げて町政を運営していますが、なか
でも、教育環境の整備については、特に重きを置
いて取り組んできました。公約の1丁目1番地と
も言うべきもので、例えば、幼稚園や小中学校
へのクーラーの設置はすべて完了しています。こ
の他にも北丘小学校の体育館の大規模修繕、政
府が推進するGIGAスクール構想への対応として
高速通信回線や全児童生徒を対象にタブレット
端末を整備することも推進しているところです。
電子図書などの普及や活用には、まだ課題もあ
りますが、特に子ども達の学力向上は、教育委
員会とともに、力を入れている政策になります。

赤 嶺 町 長 南 風 原 北インターチェンジ付 近は、
イオンを誘致すると同時に周辺開発を進めてき
ました。現 在は、南 風 原 南インターチェンジ周
辺の開発に取り組み始めているところです。地権
者による組 合 設 立に向けて動いています。大き
なところで言えば、照屋地区と津嘉山地区です。
照屋地区については、開発地のうち3分の2は企
業誘致用地として考えています。具体的には物
流などの企業です。インターチェンジに近い立地
を生かして、物流拠点の整備を進める予定です。
6、7年はかかるかもしれませんが、計画を着実
に実行していくつもりです。もうひとつは津嘉山
北 地 区です。現 在の開 発 状 況は6～ 8割 程 度で
すが、目に見えて新しい街が形成されていますの
で、若い世代に人気のエリアになるでしょう。

土田本部長 そうしたことが若い世帯の増加に
つながっているのですね。

土田本部長 そうですね。次々とスーパーをはじ
め商業施設がオープンし、にぎやかさが増してき
ているように感じます。住宅地開発のわかりやす
いモデル地区のように思います。

赤嶺町長 そうですね。30代、40代のまさに子
育てまっさかりの世帯がここ10年ぐらいで増え
ています。前町長のときから子どもの医療費無
償化、現物支給を始め、継続しています。子育
て世帯を支援する施策は、今後も推進していく
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つもりです。

赤嶺町長 津嘉山北地区はマンション用地が多
く、一戸建て購入の希望になかなかお応えでき
ないようですが、近くには高津嘉山公園ができ、

生活環境は一段とよくなるでしょう。南風原町
の観光協会はアイデアフルな人材がそろっていま
す。ウルトラマンの原作者である金城哲夫氏の
生誕の地であり、資料館もあります。観光振興
や地域活性に高津嘉山公園を活用してくれるの
ではという期待も持っています。
土田本部長 子育て世代に限らず、魅力的な街
になりそうですね。
赤嶺町長 ありがとうございます。ただ、やはり
子育て世帯にとって、一番の悩みは待機児童問
題です。南風原町全体で、令和3年度4月には約
120名の待機児童解消に向けて予算を確保してい
ます。令和２年度は190余名の待機児童の解消の
ために180名分の保育所の拡充を行いました。も
ちろん財政的には厳しい側面もありますが、南風
原町の基本理念は「教育と福祉」です。子どもにも
高齢者にも優しいまちづくりを目指していますか
ら、高齢者への支援と同時に子どもが安心できる
環境づくりは大切なことだと考えています。
土田本部長 スポーツコンベンションを通して子
どもの育成にも力を入れていると聞きました。
赤嶺町長 Jリーグの名古屋グランパスの春季キャ
ンプは今年で7回目になります。残念ながら今年
は子どもたちと直接ふれあうイベントはできませ
んでしたが、中学2年生にはサッカー元日本代表
楢崎正剛氏が特別授業「夢先生」を開催し「夢を持
つことや、その夢に向かって努力することの大切
さ」
「仲間と協力することの大切さ」を伝えるキャ
リア教育を行いました。また、食育ということで、
町 内 小 学 校6年 生を対 象に、名 古 屋グランパス
管理栄養士による食育講演会をオンラインにて
開催し、特別メニューの試食体験も実施しました。
また、名古屋グランパス春季キャンプ期間中に
は名古屋グランパスにちなんだ献立を提供してい
ます。
土田本部長 学力向上もさることながら、食育
は本当に大事ですね。もう少し上の若年層の人
材育成も各自治体では課題となっていますが。

地元の、たとえば伝統的な産業を残していくため
に後継者育成も大事です。南風原町は琉球絣（か
すり）が伝統産業で世界に誇れる技術だと思って
います。琉球絣の組合とタイアップして、研修・
育成制度を充実させていくと同時に、40代ぐら
いの若手には民家や空き家を活用した工房の経
営なども支援していきたいと考えています。南風
原といえば、沖 縄 県 内で唯 一、海に接してない
自治体と言われますが、それならば逆手にとって、
南風原に「海をつくろう」と、南風原町劇団「海」
を創設し、これまでに3回ほど公演をしています。
こういうアイデアは役場や観光協会だけではな
く、町民から上がってくるのが、南風原町のいい
ところです。
土田本部長 なるほど、町民参加、町民主体で
アイデアが実現するのは素晴らしいですね。
赤 嶺 町 長 町 政の指 針となる総 合 計 画は現 在、
第5次で令和8年までのものです。今年で前期5
年が終わり、来年から後期5年が始まります。目
標がどれだけ達成できたか、新たな課題はないか
を確認し修正すべきは修正する必要があります。
その際、住民からの意見を計画に反映させるため、
住民会議等を予定しています。
「ともにつくる黄
金南風の平和郷（こがねはえのさと）」が行政、町
民ともに共有している理念ですから、そのために
アイデアを双方が持ち寄り、実行していく、これ
が最も大事なことだと考えています。
土田本部長 コロナ収束が不透明ななか、公約を
着実に実行される町長がいらっしゃって、町民は
心強いですね。本日は、ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
南風原の三大森（むい）をしっかり守り緑豊かな
町でありたい、都市的な部分と素朴な部分を調
和させたまちづくりをする、と力強く話されたの
が印象的でした。土地利用に対しての強い思いは、
町民の生活の利便性を高めるとともに、安心で
きる住環境づくりにもつながるのでしょう。

赤嶺町長 そうです。企業誘致によって雇用は
増えますが、地元の産業を伸ばしていくためには、
人材育成は大変重要です。先端産業だけではなく、
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知っておきたい成年後見
（こんな事例はどう考える③）
司法書士 ･ 行政書士

饒平名 孝
よへな

事例） 私の伯母には家族がいません。5年前に

私はこの伯母と、私が後見人になる任意
後見契約を結びました。その後、伯母に
認知症の兆候が出てきて、日常生活の
世話が必要な状態になりつつあります。
施設に入れたいのですが、現預貯金が少
ないので、これまで住んでいた伯母名義
のマンションを売って、その金で入所し
てもらおうと考えています。


私の代理権の中には「財産の管理、財産
の処分」の項目も入っていますので、マ
ンションの売却はできると考えますが、
今後、どうすればよいのでしょうか。
＊

任意後見契約とは、本人に十分な判断力がある
うちに、将来に備えて、あらかじめ自分で選んだ
者に、自分の生活についての代理権を与える契約
を結んでおくものです。契約は必ず公証人の作成
する公正証書でなされ、公証人が登記も行います。
契約を結ぶ際には家庭裁判所は関与しません。
任意後見という言葉は聞いたことがあるだろう
と思いますが、事例の場合に以後具体的にどうす
るかまで分かっている方は多くないと思います。
任意後見契約が結ばれていても、後見人となる
者が、即、何かできるわけではありません。現状
はいわば役割を果たす前のスタンバイ状態です。
いざ本人が認知症などになって、いよいよ実働
せねばならなくなった時に、また一定の手続きが
必要になります。
任意後見契約が発効するためには、必ず関係者
が家裁に「後見監督人を付けてくれ」という申立
をし、家裁に任意後見監督人を選任してもらわな
くてはなりません。これが「任意後見監督人選任
の申立」です。任意後見監督人というお目付け役
が用意されて初めて、任意後見人は代理人として
活動できるのです。
これらは民法には書いていません。「任意後見
契約に関する法律」というものがあり、その第2条
1号や第4条でこのように決められています。
沖縄でも任意成年後見契約自体はそれなりに
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たかし

事務所

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

作られているようですが、ほとんど身内の者が任
意後見人に就く内容になっています。一方、任意
後見監督人には弁護士、司法書士などの専門家が
選ばれることも多いようです。
任意後見人は単独で代理権を行使できるので、
代理権に「財産の処分」が入っているのなら、自
宅の売却であろうと、家裁の許可も後見監督人の
許可も必要ありません。後見人ひとりの判断で
やってしまえます。
これは任意後見の場合は、被後見人が自らの意
思でその処分権を任意後見人に授けているので、
任意後見人がその権限の範囲内で行う処分につ
いて、他者の許可を要するなどの規制を加える必
要はない、と考えられているからです。
権限のある任意後見人が、後見監督人と相談せ
ずに、被後見人の自宅を第三者に売ってしまって
も、手続的には問題はないことになります。
ただし、任意後見人は、任意後見契約書の定め
に従って、本人や任意後見監督人に定期報告を行
わなくてはなりません。定期報告の頻度は三ヶ
月に一度か六ヶ月に一度が多いようです。また、
後見監督人の方からはいつでも任意後見人に事
務の報告を求めることができます。
だから、任意後見監督人はじきに売却の事実を
知りますし、内容の調査もすることになります。
任意後見監督人による任意後見人の事務の調査
は、適法か違法かのチェックだけでなく、それが
妥当であるか否かにも及びます。
自宅の売却という重要なことを監督人に諮らず
にしたとなると、何か思惑があってのことと、当
然、監督人からも家裁からも疑われるでしょう。
それゆえ、被後見人に売却の必要性があっての
ごく当たり前の取引でも、その売却の相談を受け
た不動産業者としては、常識的な判断として一
言、
「事前に任意後見監督人には事情を説明済み
ですね？」と確認した方がよいでしょう。
被後見人に損害を与える売却だった場合、任意
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に
適しない事由があったとして、後見監督人が家裁
に任意後見人の解任を請求することにならない
とも限らず、仲介業者がトラブルに巻き込まれる
恐れがないとは言えませんので。

新型コロナウイルス感染症で
影響を受けた事業主に対する助成金
社会保険労務士
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ちえこ
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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされた企業様からのご相談が続いており
ます。ここでは、厚生労働省からの休業等に対する雇用調整助成金や休業支援金、さらに、沖縄県の
雇用継続助成金をご紹介します。

●雇用調整助成金
経営が悪化したことにより、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇等をする
ことなく休業や出向、教育訓練を実施し、休業手当等を支払うことで従業員の雇用を維持
した場合に助成されます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置
１．新 型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主で、休業に伴い従業員に休
業手当を支給していること
２．原則、休業を開始した月の売上高などの生産指標の値が、1 年前の同じ月に比べて 5％
以上減少していること（比較する月の緩和要件あり）
３．雇用保険被保険者でない従業員（アルバイトなど）の休業も対象

※雇用保険被保険者でない従業員は緊急雇用安定助成金の対象となります。
４．助成率の引き上げ 中小企業 4/5、 大企業 2/3

解雇等を行わず雇用を維持している場合は、中小企業 10/10、大企業 3/4

※令和 3 年 1 月 8 日以降の休業を含む場合は、雇用維持の要件は撤廃

※さらに「緊急事態宣言等対応特例」により、令和 3 年 1 月 8 日から 4 月末までの休
業等で、直近 3 ヶ月の生産指標が前年（又は前々年）同期と比べて 30％以上減少し
ている全国の大企業事業主において、解雇等を行わなかった場合は 10/10（解雇等
を行った場合は 4/5）に引き上げられました。
５．助成額の日額上限額 15,000 円へ引き上げ
６．事前の「計画届」の提出が不要に
７．勤務して 6 ヶ月未満の従業員も対象
８．支給限度日数（1 年 100 日、3 年 150 日）に緊急対応期間中の日数をプラス

他にも、残業相殺の停止や休業規模要件・短時間休業要件・出向要件の緩和、教育訓
練実施の際の助成率や加算率の引き上げ、申請様式も大幅に簡素化されました。
特例措置の緊急対応期間：令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 4 月 30 日
申請期限：支給対象期間の最終日の翌日から 2 ヶ月以内
※例）賃金締切日が末日の企業の場合、1/1 ～ 1/31 までの休業は、3 月 31 日までに申請
※令和 3 年 1 月 8 日から令和 3 年 3 月 31 日までの休業等で、緊急事態宣言等対応特例に
係る申請については、令和 3 年 5 月 31 日まで申請が可能。
沖縄労働局 雇用調整助成金相談・受付窓口：098-868-4013
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●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業させられたが休業手当の支払いを受けること
ができなかった中小企業の労働者に対して支給されます。事業主負担はありません。
給付金額の算定 : 休業前の 1 日当たりの平均賃金× 80% ×休業実績
申請期限：令和 3 年 1 月以降の休業は、対象期間の末日の属する月の 3 ヶ月後の末日
※例）対象期間が 4 月末までの場合は 7 月末までに申請
厚生労働省 休業支援金・給付金コールセンター：0120-221-276

●沖縄県雇用継続助成金（国の雇用調整助成金の上乗せ助成）
国（沖縄労働局長）から「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受け
た事業主で、その助成率が 10/10 以下であった事業主に助成されます。
支給対象外：①国から 10/10 の助成率による雇用調整助成金等を受給している事業主
②労働者に支払った休業手当のうち、教育訓練・出向によるものは除く
助成率：
区分

国の助成率



県の上乗せ助成率

大企業（解雇等あり）

2/3

休業手当の 1/6 ＝ 国の支給決定額の 1/4

大企業（解雇等なし）

3/4

休業手当の 1/4 ＝ 国の支給決定額の 1/3

中小企業（解雇等あり）

4/5

休業手当の 1/10 ＝ 国の支給決定額の 1/8

対象期間 : 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 4 月 30 日まで
申請期限 : 国の支給決定を受けた日から原則 2 ヶ月以内（支給決定通知書の決定日を確認）
沖縄県雇用継続助成金事業 問い合わせ先 : グッジョブ相談ステーション 098-941-2044

各助成金の対象期間や申請期限、内容などは感染状況により改定が続けて行われています。 
助成金をご活用の際は、窓口やホームページにて最新の情報をご確認ください。
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入会月：
令和２年12 月～令和 3 年1月
年 1月
美ら星不動産株式会社

New Member

（株）パイ・フラット
代表者 / 取引士：赤嶺

代表者 / 取引士：星野 健一
趣味：家探し
セールスポイント：
沖縄の人が当たり前のことと
思っている沖縄の良さを県外
出身者として表現していきた
いと思っています。
住所：那覇市牧志 3-1-1 2F
TEL：098-862-5908
FAX：098-943-0534

（同）ココクラソ沖縄

親蔵

代表者 / 取引士：宮城

住所：那覇市首里末吉町 4-2-19-201
TEL：098-886-0707
FAX：098-975-9308

TEL：098-851-8278
FAX：098-851-8279

（同）Flat Peace Chair
代表者：平安座

榮

朝日工業（株）

取引士：平安座

学

代表者：照屋

清正

取引士：豊川

永人

住所：北谷町美浜 1-3-5
美浜ビルディング 3A

住所：糸満市西崎町 5-10-17

TEL：098-936-2348

TEL：098-840-3311

代表者：下地 邦之
取引士：新里 由衣子
住所：那覇市松山 1-8-15
TEL：098-868-0377
FAX：098-868-0378

FAX：098-936-2348

FAX：098-840-3312

（株）眞和設計
代表者：目取眞
取引士：神谷

（株）アップルエステート

繁

代表者 / 取引士：前田

早野花



TEL：098-916-6594

FAX：098-979-7474

FAX：098-916-6551

（同）インベストリープ
志津香

取引士：徳田

芳光

（有）ロータリーインター
ナショナル
代表者：譜久島 哲雄
取引士：島袋 悠香

住所：北中城村字渡口 982

沖縄相続・不動産コンサルティング

大西テラス 40

代表者／取引士：與座 忠
住所：沖縄市泡瀬 5-37-17
TEL：098-989-5975
FAX：098-989-5976



ホークシティー那覇ビル 1F

TEL：098-936-9888

代表者：宮城

敦之

住所：那覇市松尾 1-10-24

住所：北谷町字桃原 7-4

（株）ソーシャルトレージャー

住所：沖縄市池原 5-1-13

TEL：098-989-4308

TEL：098-934-5232

FAX：098-989-4309

FAX：098-937-2711

メネフネプロパティーズ（同）

（株）ハイビスカス不動産

代表者／取引士：親川

和明

住所：那覇市字天久 908

代表者／取引士：湧川 洋健
住所：糸満市字潮平 596-101 号
TEL：098-992-7667
FAX：098-992-7668

TEL：098-917-2535
FAX：098-917-2636

Resort Innovators Japan（株）

（株）トウシン不動産
代表者：當眞 伸
取引士：仲里 瑛士
住所：沖縄市泡瀬 3-47-15
イーストタウンビル 202
TEL：098-939-3855
FAX：098-993-7699



浅田ビル 302

コンドミニアム沖縄 ( 株 )

代表者：石原 小智代
取引士：仲村 隆
住所：沖縄市比屋根 7-21-14
アクアポイント 2・301 号
TEL/FAX：098-979-5740

健

住所：豊見城市字翁長 853-5



代表者：石貝

蔵人

取引士：小林

健司

住所：北谷町港 11-2

1F

TEL：098-936-0868
FAX：098-923-0414

理事会及び各委員会の動き（令和 3 年1月～3月）
1月
15日 第 1 回 役員資格審査委員会
19日 弁護士無料法律相談
28日 不動産無料相談

2月
9日 開業個別相談

3月
12日 総本部理事会
19日 第 2 回 役員資格審査委員会

沖縄県本部理事会
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入会諸費用 2 0 万円減額中!!

令和3年
6月30日まで

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
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！

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！
（あなた）

の負担軽減

入会のご案内

入会書類は直接お渡しの他、

【開業までの流れ】

お送りできます。

県庁へ
「免許申請」

審

査

郵送・宅配等（送料不要）でも

免許番号
の通知

協会事務局相談
協会への
加入申込

営業開始

入会審査

承

認

開業指導・相談

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

免許証の交付

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。

発行所（公社）全日本不動産協会 （公社）不動産保証協会 （一社）全国不動産協会 ～沖縄県本部 広報委員会～
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 9 階 電話 098（867）6644 FAX 098（867）6671 印刷（有）福琉印刷

開業予定者

20万円

全日 OKINAWA ゆい Vol.32

開業キャンペーン

