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城間

（しろま

みきこ）

幹子

那覇市長

土田本部長 昨年は市制 100 周年という大きな節目の
年でした。沖縄県を牽引する那覇市のさまざまな取り組
み、今後のまちづくり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。
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那覇市長に聞く !

土田

（つちだ

ひであき）

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

いります。

城間市長 不動産関連の会報誌とのことですから、ま
ず、空き家対策推進に関してですが、全日本不動産協会
沖縄県本部をはじめとする専門家団体と「那覇市におけ
る空家等の対策の推進に関する協定書」を締結できまし
たこと、御礼申し上げます。
那覇市では、平成 29 年度末
に「那覇市空家等対策計画」
を策定しまして、管理不全な
空家などの所有者等に対して空家特措法に基づく助言・
指導を行ってきました。
実績としては、平成 29 年度か
ら令和４年３月 23 日までに、空家などに関する苦情・
相談が 431 件寄せられ、このうち、248 件、全体の
57.5％が改善しています。
ただ、全国的にも空家は社会
問題化していますが、敷地の接道状況や老朽化、相続登
記が進まないなどの要因で解決が困難なケースも多い
のが実態としてあります。専門家団体と協定を締結でき
たことで、空家対策の推進を官民連携して行っていきた
いと考えます。どうぞ、
今後ともよろしくお願いします。

城間市長 空家対策もまちづくりの重要な要素のひと
つなんですね。那覇市の都市計画マスタープランは令和
2 年に改定しましたが、おおむね 20 年間を見据えた方
針となっています。適切な用途地域の見直しなどを行っ
て、良好な住宅地区の形成、商業・業務地区の再生及び
形成、沿道の土地利用促進に取り組んでいます。基本的
なインフラである道路、公園、下水道などの整備も進め
ています。時代の流れに伴い、要望も多く寄せられてい
ますので、適切な時期に必要ならば計画を見直し、改定
していくことは大切だと考えています。行政だけではま
ちづくりは進みません。地域や市民と意見交換しながら
変化に対応しております。
昨年 10 月には、新たな文化芸
術発信拠点である「那覇文化芸術劇場なはーと」が開館
し、市民の皆さんにお披露目することができました。こ
こは、文化芸術を通じて、人やまちを元気にするための
シンボルになると考えています。また、現在、再整備中の
第一牧志公設市場や、真和志地域の新たなコミュニティ
拠点につながる
「
（仮称）
新真和志支所複合施設」
など、新
たな拠点となる施設の整備も控えております。

土田本部長 こちらこそ、よろしくお願いします。那覇
市は古い街並みが残されている半面、整備が難しい面も
あると思います。相続登記については、義務化も制度化
されましたので、私たち業界も空家対策に取り組んでま

土田本部長 那覇市は開発が進み、もうこれ以上の開発
はないと思われますが、インフラ整備など、まだまだ課
題もあるのですね。第一牧志公設市場が再始動すれば、
まちの賑わいも戻ってきますから楽しみにしています。
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城間市長 はい。来年 3 月オープンを目指しています。

としてのあり方も、
検討を進めているところです。

を中心とした沖縄独自の生活文化が体感できるように

土田本部長 やはり子育て支援は、まちの発展に欠か
せませんね。高齢社会になり、生産人口の減少が社会問
題となっていますが、那覇市でも将来的な人口減少が深
刻化していくのでしょうか。

以前にはなかった調理体験室を新たに設置します。
「食」
なりますので、
楽しみにしていてください。

土田本部長 首里城の再建と併せ、周辺のまちづくり
も注目されています。
城間市長 首里城の再建については、国と県の事業にな

りますが、那覇市としても、県が策定する歴史まちづく
りの目標や具体的な施策などをとりまとめる「首里 ( ス

イ ) 杜 ( ムイ ) 地区整備基本計画」に基づいて、国や県、
関連団体と連携していきます。

土田本部長 さきほど、地域や市民と意見交換しなが
ら施策を策定していくとのお話でしたが、市民との交流
を大切になさっておられるのですね。
「第 5 次那覇市総合計画」
を平成 30 年
城間市長 実は、
度に策定しましたが、策定にあたっては、
「なは市民協働
大学院」を開講し、約 1 年にわたって多くの市民に参加
いただき、活発な意見が出され、
「第５次那覇市総合計画
市民提案」としてまとめていただきました。第５次総合
計画のキャッチフレーズである
『なはで暮らし、働き、育
てよう！笑顔広がる元気なまち NAHA 〜みんなでつな
ごう市民力〜』は、なは市民協働大学院受講生からご提
案いただいたものをベースに、
策定したのですよ。

土田本部長 まさに、市民との協働によるまちづくり

が行われているのですね。

城間市長 はい。まちの将来像を市民と共有することが
大切です。
「第 5 次那覇市総合計画」や都市計画マスター
プランは、行政としての指針ですが、市民が今後のまち
づくりに参加し、その成果を目に見える形で示すことも
重要です。総合計画においては、市長として、一丁目一番
地と考えている、子育て分野については、特に重点施策
としています。
待機児童解消に向け、まず、認定こども園
化の推進や保育所などの施設整備等を実施しました。そ
の結果、令和３年４月時点で、平成 28 年度のピーク時
から９割以上の待機児童が解消され、大きな成果を示す
ことができました。今後の課題は、保育士不足を解消す
るための人材育成だと考え、次の段階へ進んだものと認
識しております。地域の活性化については、真和志地域
の新たなコミュニティ拠点につながる「
（仮称）新真和志
支所複合施設」
の計画があります。
ここは、子ども発達支
援センターや図書館などが入る複合的な施設として整
備していますが、那覇市全体で、より一層子育て支援に
力を注ぎたいと考えております。また、障がい福祉都市

城間市長 令和２年５月に、第２期那覇市まち・ひと・
しごと創生総合戦略を作成しまして、那覇市の将来人口
の推計を行いました。
その結果、人口は 2020 年ごろを
ピークに減少に転じています。2040 年には約 30 万
7000 人、2060 年には約 27 万 4000 人に減少すると
予測しています。
そこで那覇市では、
「将来にわたって人
口 30 万人を維持し、みんなの笑顔が輝く『なは』」を長
期目標に掲げて、各施策に取り組んでおります。具体的
には、
①こども・子育て世代の定着促進、
②希望と活力
あふれる雇用の維持と創出、
③健康で次世代を支えるシ
ニアの増加、の３つの基本目標を掲げています。長期的
な目標ではありますが、実現に向け着実に取り組んでま
いります。
土田本部長 一方、観光業を筆頭にコロナ禍によって
大打撃を受けた足元の経済回復も急がれます。
城間市長 依然として、市民生活や社会経済へ大きな影

響をもたらしています。とりわけ沖縄県のリーディング
産業である観光産業を始め、関連する多くの産業におい
て、厳しい状況に置かれております。
飲食、宿泊、マリン
レジャー、バス、タクシー。
どの産業も厳しい状況が続い
ています。
経済を早期に回復させ、市民の事業、雇用、生
活を支えていくことが重要と認識しております。アフ
ターコロナも見据えなければなりません。そのため、令
和３年度には「コロナ期観光回復戦略」を策定しました。
リーディング産業として重要性を増す観光産業の回復
と、ニューノーマル時代の観光振興に向け、取り組んで
まいります。情報通信分野についても基本的な方針等を
策定し、高度 IT 技術者の育成や、集積などの支援を強化
してまいります。

土田本部長 やはり那覇市に活気が戻ることが県民に
とっても元気の源になると思います。重要施策が多く、
舵取りは大変かと思いますが、那覇市のさらなる発展を
祈念いたします。
本日はありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
古き良きマチグヮー文化と高層マンション・ビルの建
ち並ぶ風景が混じり合う那覇市。
市を 9 つのゾーンに分
け、特徴のあるまちづくりを進めるなど、那覇市が描く
未来像の実現が楽しみです。
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住宅関連税制の内容が
大きく変わりました
鈴木和子税理士事務所

所在地：那覇市壺川1-1-15 アルファビル202

所長

TEL：0 9 8 - 8 3 5 - 9 2 7 0

鈴木 和子

URL：http://www.tkcnf.com/ksuzuki/pc/

令和 4 年度

税制改正（住宅関連）

令和4年度の税制改正では住宅関連税制の内容が大きく変わりました。これは、エネル
ギー基本計画および地球温暖化対策計画等の政策により、住宅の省エネ・省CO２化に向
けた取り組みが反映されたためです。認定住宅等の優遇措置を受ける場合には「住宅性能
証明書」など一定の書類を添付する必要がありますのでご注意ください。

Ⅰ 住宅ローン控除（所得税）
【図表】改正後の住宅ローン控除
認定住宅（認定長期優良住宅・認定低炭素住宅）

借入限度額

新築・
ZEH水準省エネ住宅(*3)
買取再販
省エネ基準適合住宅(*4)
住宅(*1)
その他の住宅(*5)

*R6以降建築確認(新築)については
住宅ローン控除対象外

認定住宅

既存住宅
(*2)

（認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅）

その他の住宅(*5)
住宅ローン控除の控除率（年末借入残高に乗ずる率）
控除期間

新築・買取再販住宅
既存住宅

適用対象者の所得要件（合計所得金額）
取得住宅の床面積要件

*1
*2
*3
*4
*5
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入居年
R4

R5

R6

R7

5,000万円

4,500万円

4,500万円

3,500万円

4,000万円

3,000万円

3,000万円

2,000万円

3,000万円
2,000万円
0.7%
13年（R6・7 年入居「その他の住宅」は 10 年）
10年
2,000万円以下であること
50㎡以上

（合計所得金額1,000万円以下でR5年以前に
建築確認を受けた新築住宅の場合は40㎡以上）

買取再販住宅▶既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅
既存住宅▶改正前の築年数要件は廃止され、代わりに昭和 57 年以降建築住宅を対象

ZEH（ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス ) 水準省エネ住宅▶省エネ基準より強化した高断熱基準に適合した住宅
省エネ基準適合住宅▶従来からある省エネ適合住宅
その他の住宅▶省エネ基準を満たさない住宅

POINT
■年末借入金残高に対する控除率が引き下げ
（1％→0.7％）
■新築・中古物件にかかわらず、省エネ・省 CO2 性能の高い建物ほど控除額は手厚くなっており、

令和 6 年以降省エネ基準を満たさない住宅は住宅ローン控除の対象外となっています。
早期の取得が推奨されます。
■省エネ・省 CO2 性能の高い建物ほど控除期間は「その他の住宅」より長くなっています。
■省エネ・省 CO2 の認定を受ける建物は、住宅ローン以外の優遇として贈与税の非課税枠の拡大、
その他住宅ローンの金利引き下げ、補助金制度、地震保険料の割引などの適用が受けられるため、
建築業者や販売業者の説明が従来以上に重要になります。

（租税特別措置法 41，41 の 2，41 の 2 の 2，41 の 2 の 3）

Ⅱ 住宅ローン控除を使わない場合の認定住宅等を新築等した場合の
所得税額の特別控除（所得税）
対象住宅
新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH 水準省エネ住宅

控除額
標準的な性能強化費用相当額 ※

最大 650 万円 ×10％

※その構造にかかわらず、適用対象住宅の床面積 1 ㎡当たり 45,300 円

対象者

その年の合計所得金額が 3,000

万円以下の者

（租税特別措置法 41 の 19 の 4）

Ⅲ 直系尊属（祖父母、父母）から住宅取得資金の贈与を受けた場合（贈与税）
●非課税限度額（贈与を受けた者ごとの限度額）

1,000 万円
上記以外の住宅用家屋 …………………………………… 500 万円

1 省エネ、耐震又はバリアフリー-の住宅用家屋…………
2

●中古住宅の築年数要件が撤廃
新耐震基準適合している住宅用家屋として登記簿上の
建築日付が昭和57年1月1日以降が要件となります。

●再度の適用は不可
過去に住宅取得投資金の贈与税の非課税措置を受けて
いる者は、再び適用を受けることはできません。

●受贈者の年齢要件の引き下げ
令和4年4月1日以後

20歳から18歳へ引き下げ
●適用期限
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

（租税特別措置法70の2、70の3）

更に詳しく知りたい場合は、税務署や税理士等の専門家に相談して
対応策をとるようにしましょう！
なお税金に関する相談は税理士業務になりますのでご留意ください。
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不動産と消滅時効について
弁護士法人ふじ法律事務所

所在地：沖縄市知花6-11-42 ウィステリアコート１階

弁護士

TEL：0 9 8 - 9 3 8 - 7 3 7 0

藤田 雄士

URL：https://fujilaw.net

１ はじめに
弁護士業務の中で不動産に関する訴訟はかなりの割合
を占めますが、そのうちのかなりの割合が時効に関する
訴訟です。
ご承知のとおり、時効には一定期間の占有により権利
を取得できる取得時効と一定期間の経過により権利の消
滅を主張できる消滅時効がありますが、今回は、消滅時
効についてお話をしたいと思います。

2 抵当権の消滅請求に関する訴訟
（１）抵当権の付従性

消滅時効に関する訴訟で一番多いのが抵当権の抹消登
記を求めるものです。
抵当権は金銭債権の担保として不動産を提供すること
により成立します。
ところで、抵当権には付従性の法的性質を有するとされ
ています。この付従性は、被担保債権が成立しないと抵当
権は成立しないという成立に関する付従性と被担保債権
が消滅すると抵当権も消滅するという消滅に関する付従
性の二つの意味を含んでおります。
抵当権の消滅に関する請求の大半は、被担保債権、つま
り担保となっていた金銭債権が消滅したことを原因とす
るものです。

（２）弁済を原因とする抹消登記手続訴訟
被担保債権、すなわち担保となっている金銭債権が消滅
する場合として典型的なものは弁済です。
債務を全額弁済したのであれば、債権者である抵当権者
から抵当権抹消の同意書をもらえばよく、裁判をする必要
はないようにも思えますが、債権者が協力してれない場合
もありますし、債権者自身の所在が分からない場合もあり
ます。特に債権者が会社の場合には、既に会社が解散して
おり、活動の実体がなくなっている場合などには抵当権の
抹消に同意することすら困難とえいます。
債権者が協力しない場合には、当該債権者に対し、裁判
を提起して弁済を証明して抵当権の抹消を請求すればよ
いのですが、債権者が法人であり既に実体が無くなってい
る場合はどうでしょうか。
この場合には、裁判所に特別代理人を選任してもらい、
当該代理人を被告として抵当権抹消を求める裁判を提起
することになります。

（３）消滅時効を原因とする抹消登記手続請求
抵当権抹消登記手続請求で一番多いのが、被担保債権の
消滅時効を原因とする抹消登記請求の裁判です。
皆様もご承知のとおり、金銭債権は基本的には５年の期
間経過により消滅時効の主張が可能になります（債権法改
正前は法人関係は５年、その他は 10 年が原則でした）
。
長期間放置されている抵当権については、既に弁済によ
り消滅しているものも多くありませんが、時間が経過して
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弁済をしたことを立証できない場合には、単純に消滅時効
を原因とする抵当権の抹消請求を提起します。
この種の訴訟では、被担保債権が時効により消滅してい
ないこと、通常は、時効の中断事由があったことを立証でき
ない限り、
抵当権の抹消請求が認められることになります。
実務では、こちらの消滅時効を原因とする抵当権抹消請
求の訴訟が大半を占めるのではないかと思われます。

3 仮登記の抹消請求に関する訴訟
（１）仮登記と抹消登記請求訴訟について
ご承知のとおり、仮登記は、登記の順位保全のためになさ
れる登記手続きであります。貸金業規制法が強化される以
前は金銭債務債務不履行を原因とする代物弁済予約を原因
とする仮登記もよく見られましたが最近はあまり目にしな
いようになりました。
実務において裁判になる事案の多くは、農地法の許可を条
件とする仮登記の抹消登記請求に関する訴訟ではないかと
思います。

（２）農地法の許可を条件とする仮登記の特殊性
なぜ、このような訴訟が数多く起きるかと言えば、民法
上、売買は当事者の意思の合致により成立し所有権移転の
効果が発生しますが、農地については、判例上、当事者間の
売買契約はあくまで契約として債権的な効力しか発生せ
ず、農業委員会の許可により所有権移転の効果が生じると
されていることにその理由があります。
つまり、当事者間で行われる売買契約は債権的な効力を
有しないので、通常の債権の消滅時効に服することになる
わけです。
少し細かい話をすると、通常の売買において売主
は所有権を移転する義務を負いますが、農地の売買契約に
おいて売主が債務として負担するのは所有権を移転する義
務ではなく、農業委員会に農地法の許可申請を行う義務に
なり、この義務
（債務）が消滅時効の対象になります。
したがって、農地の売買契約をして仮登記をしても、契約
から５年若しくは 10 年経過すると当該売買契約に基づく
債務が消滅時効の対象になり、仮登記も抹消しなければな
らなくなるというわけです。

（３）例外

ところで、この農地の仮登記の抹消請求には例外があり
ます。具体的には、農地の売買契約に基づく債務が消滅時効
にかかるとしても、当該売買契約に基づき代金全額を支払
い、かつ、当該農地の引渡しを受け 20 年以上占有している
場合には取得時効による所有権取得の主張が可能となりま
す。
農地法の仮登記の抹消登記請求事件では、この取得時効
の主張による反訴請求が提起され、逆に土地を取られてし
まうということも珍しくありません。
ちなみに、取得時効に
よる場合には農業委員会の許可も不要とされていますの
で、こうした要件を満たす場合には農業委員会の許可を得
ずに所有権を取得できることになります。
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5/20 金
開催 （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

第 17 回 定時総会
（一社）全国不動産協会 沖縄県本部

第3回

本部長：土田

英明

副本部長：波平忠敏士

副本部長：波平忠敏

定時総会

全日本不動産政治連盟 沖縄県本部

第17回

年次大会

建築指導課課長：當山真紀

顧問弁護士：藤田雄士

一般の方への相談業務、
会員の皆様に対しては
研修事業などの新たな取り組みを考え、
公益事業を推進してまいります！

令和 4 年 5 月 20 日（金）、沖縄ハーバービューホテルにおいて、総会を開催。来賓に、沖縄
県土木建築部 建築指導課課長 當山真紀様、沖縄県本部顧問弁護士 藤田雄士様をお迎え
し、会員総数 457 名のうち出席会員 16 名となる中、全報告事項の説明が行われました。

（公社）全日本不動産協会
（公社）不動産保証協会
沖縄県本部
第 17 回 定時総会
【報告事項】
●令和 3 年度事業活動報告に関する件
●令和 3 年度決算報告に関する件
●令和 3 年度監査報告に関する件
●令和 4 年度事業活動計画に関する件
●令和 4 年度収支予算に関する件

議事進行報告
事 業 報 告・活 動 計 画・活 動 報 告・活
動方針は屋宜盛夫総務委員長、決算報
告・収 支 予 算 は 波 平 忠 敏 財 務 委 員 長
より報告を行い、監査報告については
平川浩監事が報告を行った。
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（一社）全国不動産協会
沖縄県本部
第 3 回 定時総会
【報告事項】

●令和
●令和
●令和
●令和
●令和

3
3
3
4
4

年度事業活動報告に関する件
年度決算報告に関する件
年度監査報告に関する件
年度事業活動計画に関する件
年度収支予算に関する件

全日本不動産政治連盟
沖縄県本部
第 17 回

【報告事項】

●令和
●令和
●令和
●令和
●令和

3
3
3
4
4

定時総会

年度活動報告に関する件
年度決算報告に関する件
年度監査報告に関する件
年度活動方針に関する件
年度収支予算に関する件

New Member

新入会員の紹介
入会月：令和4年2月〜令和4年4月

株式会社リバティー沖縄

株式会社グランドケアサプライ

代表者▶ 高長谷 英雄
専任宅建士▶ 金城 弘和
住所▶ 那覇市樋川 2-3-1
TEL▶ 098-832-7755
FAX▶ 098-832-7744

代表者▶ 篠原 圭輔
専任宅建士▶ 篠原 美穂
住所▶ 名護市伊差川 6
TEL▶ 0980-43-6114
FAX▶ 0980-43-6115

トグチホーム株式会社

代表者▶ 玉城 信三郎
専任宅建士▶ 大城 佳那子
住所▶ 名護市字屋部 1258-1
TEL▶ 0980-43-9903
FAX▶ 0980-43-9897

株式会社Ｎｉｃｅ

代表者▶ 渡久地 銀河
専任宅建士▶ 外間 ゆみ
住所▶ 浦添市大平 1-2-20-105 号
TEL▶ 098-988-8537
FAX▶ 098-988-3335

株式会社 LEE

株式会社サードデザイン

有限会社未来建設

代表者／専任宅建士▶ 普久原
住所▶ 浦添市字前田 641-1
TEL▶ 098-877-0713
FAX▶ 098-877-0011

聖

株式会社うりずん

HOME

有限会社セルリアンネット

代表者▶ 山口 征郎
専任宅建士▶ 佐藤 哲哉
住所▶ 名護市字三原 214-10
TEL▶ 0980-45-9001
FAX▶ 0980-45-9002

代表者▶ 李 煌一
専任宅建士▶ 平良 統子
住所▶ 宮古島市平良字西里 649-2
TEL▶ 0980-73-3393
FAX▶ 0980-73-3394

有限会社ドリームステップ
代表者／専任宅建士▶ 金城 光彦
住所▶ 浦添市城間 2-29-3-101 号
TEL▶ 098-988-9680
FAX▶ 098-988-9681

ハマーコーポレーション合同会社
代表者／専任宅建士▶ 浜川 義宗
住所▶ 宮古島市伊良部字池間添 644-2
TEL▶ 0980-78-3322
FAX▶ 0980-78-3550

代表者▶ 岡 義昭
専任宅建士▶ 杉田 真一
住所▶ うるま市石川伊波 1553-30
TEL▶ 098-964-5623
FAX▶ 098-964-5625

代表者／専任宅建士▶ 高柳 仁
住所▶ 宮古島市平良字下里 1536-3 1-A
TEL▶ 0980-72-6930
FAX▶ 0980-79-5035

波之屋不動産株式会社
代表者／専任宅建士▶ 増見 肇
住所▶ 恩納村字名嘉真 2288-80 103 号室
TEL▶ 098-959-4870

株式会社海邦
代表者▶ 長嶺 尚子
専任宅建士▶ 長嶺 広史
住所▶ 那覇市赤嶺 2-11-5
TEL▶ 098-857-9023

株式会社総合サポート沖縄
代表者▶ 金城 尚
専任宅建士▶ 金城 さつき
住所▶ 浦添市牧港 2-49-7
TEL▶ 098-917-4401
FAX▶ 098-917-4409

株式会社 選家
代表者▶ 福本 隼人
専任宅建士▶ 及川 真由美
住所▶ 那覇市鏡原町 6-5
TEL▶ 098-996-4430
FAX▶ 098-996-4429

LEBEN ハウス

イトミチ不動産

代表者／専任宅建士▶ 古賀
住所▶ 那覇市田原 4-10-1
TEL▶ 098-851-3183
FAX▶ 098-851-3193

代表者／専任宅建士▶ 王 官錦
住所▶ 糸満市糸満 1957
TEL ／ FAX▶ 098-800-1066

彰仁

理事会及び各委員会の動き（令和4年4月〜令和4年6月）
4月

5月

8日

沖縄県本部

理事会

15 日

令和３年度

決算監査

19 日

弁護士無料法律相談会

10 日
12 日
13 日
17 日
20 日
30 日

沖縄県居住支援協議会 監査
広報委員会
（一社）九州不動産公正取引協議会 理事会
全日・保証 九州・沖縄地区協議会 正副会長会議
弁護士無料法律相談会
沖縄県本部 定時総会
全日・保証 九州・沖縄地区協議会 定期役員総会

6月
10 日 総本部

理事会

17 日 （一社）
九州不動産公正取引協議会

総会

21 日 弁護士無料法律相談会
30 日 総本部

総会
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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！

開業予定者

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

承

認

開業指導・相談

弁済業務保証金
分担金納付書の発行

免許証の交付

印刷 有限会社 サン印刷

環境に優しい植物性インクを使用しています

TEL 098（867）6644
FAX 098（867）6671
企画・制作 株式会社 ブレーン沖縄
URL http://okinawa.zennichi.or.jp/

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。

広報委員会

営業開始

入会審査

入会金・年会費
等の入金

発行所 ( 公社 ) 全日本不動産協会沖縄県本部

（あなた）

20 万円

〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 9 階

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！

ゆい

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

36

令和４年
9月30日まで

令和4年
6月20日発行

Vol.

開業キャンペーン

