共 同 住 宅 あ い ち

D ‑1 TYPE

C

共 同
住 宅

LP

名古屋市共同住宅経営者協同組合
〒460‑0016
名古屋市中区橘 丁目26番18号
Ｄ‑フラット東別院306号
TEL（052）324‑8488
FAX（052）324‑8388

5

29

41

︵議案第１号︶

平成 年度事業計画︑予

28

第 回定時総会開く

した︒

司会は鈴木

役員選任︵議案第２号︶

晶博理事︒鈴 算報告

木和彦副会長

が開会を宣言
年度報告で﹁見守り大 理 事
し︑梅村会長 家さん﹂事業など公益事業

が挨拶を述べ の推進が報告され︑各議案 監 事
た︒議長選任 は満場一致で可決された︒

鈴木 和彦

福永 洋子

大宮 一純

岩崎 征一

杉本みさ紀

鈴木 晶博

長縄 晃子

寺西むつみ

西川 正敏

洋子

佐藤 純雄

滝

29

19

第２回研修会ご案内

◎とき 平成 年８月 日︵土︶午後２時〜４時 分
◎会場 ウインクあいち １２０２号室

﹁まことしやかなウソの話﹂
講師 松葉民樹氏︵不動産コンサルティングマスター︶
﹁大手の家賃保証は安心﹂
﹁土地活用の借入は危険﹂
﹁人
口減で供給過剰︑アパート経営はやめた方がいい﹂その
情報はあなたにとって正しいのでしょうか︒真実に迫り
ます︒
◎申込み 協会事務局
ＴＥＬ ０５２︲３２４︲８４８８

名古屋市共同住宅経営者協同組合
第 回通常総代会開く

愛知県知事（般24）第23444号

29

30

日本最大級！信頼のネットワーク
日本最大級！信頼のネットワーク

安心・快適で豊かな「くらし」をご提案
安心・快適で豊かな「くらし」をご提案

勝彦

名古屋市天白区元八事五丁目86番
TEL 052-833-2885 ／ FAX 052-836-3367

ベターマーク
認 定 業 者

外壁・塗装・防水工事

48

28

41

愛知県知事許可
（般‑18）第33293号

アイチ畳内装株式会社
山田

忍

内装工事一式

吉川

29 28 28

福岡 銑二

29

新役員は総会後の理事会

48 5

で稲嶋修身副

加藤 幹雄

総会後には︑第１回研修

会を開催した︒

29

受け︑全国賃貸住宅経営者

会長︶に変更︑同年 月

5

名古屋市共同住宅経営者協同組合︵佐藤純雄代表理事︶
は︑ 月 日︵月︶名古屋市東区上竪杉町のウイルあいち
で第 回通常総代会を開いた︒
佐藤代表理事は﹁私達には仲間がいます︒他の大家さん
から経営を学び︑悩みを分かち合って解決することができ
ます︒小さな組合ですが︑これからも支えあって安定経営
を目指しましょう﹂と挨拶した︒
続いて︑梅村忠直議長で議案審議を行い︑全議案が満場
一致で可決された︒
議案
第１号 平成 年度事業報告及び収支決算報告の件
第２号 平成 年度会計監査報告並びに承認の件
第３号 平成 年度事業計画案︑収支予算案承認の件
第４号 経費の賦課及び徴収方法決定の件
第５号 借入金残高の最高限度及び一組合員に対する貸付
金残高の最高限度額決定の件

◇

13

28

ちんたい協会定時総会開催
支 部 名 称﹁ 愛 知 県 賃 貸 住 宅 経 営 者 協 会 ﹂に 変 更

29

7

平成 年 月 日︵金︶ び諸規程承認の件

東京都千代田区の︵一財︶ 報告事項
協会連合会愛知本部は︑同
自由民主会館にて︑
︵公社︶ 平成 年度事業報告︑平 年 月 日の通常総会にお
全国賃貸住宅経営者協会連 成 年度事業計画・収支予 いて名称を﹁愛知県賃貸住
宅経営者協会﹂
︵鈴木和彦
算

合会︵ちんたい協会︶第

19

48

同総会において支部名称 日︑ちんたい協会より協力

年決 を変更するとされたことを 団体の認定を受けた︒

年度 九州北部豪雨
お見舞い申し上げます︒

28

回定時総会が開催された︒

議事

算報告及び承認の件

第 １ 号 議 案 平成

第 ２ 号 議 案 平成

監査報告及び承認の件

第 ３ 号 議 案 定款変更及

28

5

梅村 忠直

名古屋市消防局

稲嶋 修身

４ 助け合いの取り組み
豪雨や暴風の最中では、高齢者や子供などは行動に限りがありますが、住民の皆さんの助け
合いによって安全な場所に避難することができます。地域の中でそのような方々が最優先に避
難できる体制を構築しておくことも重要です。

︽新役員︾

副会長

３ 防災情報の入手方法及び避難行動の確認
ナゴヤ避難ガイド
河川の氾濫等の発生のおそれがあるとき、あわてず避難行動がとれるよう、名古屋市が発表
する避難に関する情報や気象庁など防災機関が発表する情報の入手方法、また、入手した情報
に基づく避難行動について、
「洪水・内水ハザードマップ」や「ナゴヤ避難ガイド」により確
認しておきましょう。

会 長

２ 避難する場所の確認
河川の氾濫等の発生のおそれがあるとき、又
は発生した場合に、自分や家族の命を守るため
の避難について
「洪水・内水ハザードマップ」
や
「ナ
ゴヤ避難ガイド」
により確認しておきましょう。

会 長 が 選 ば で会長︑副会長︑常務理事 顧 問
れ︑議長席に を互選した︒

付いた︒

洪水・内水ハザードマップ

第１回研修会開催＝

１ ハザードマップの確認
いざというときに、あわてず避難等の行動が
とれるよう、お住まいの地域にどのような危険
があるのか、
「洪水・内水ハザードマップ」に
より確認しておきましょう。

公益社団法人愛知共同住 古屋市東区上竪杉町のウイ 議事及び報告事項

29

7 月 5 日からの梅雨前線による大雨により、九州北部の福岡県や大分県において河川の氾濫や
土砂災害などにより多大な被害が発生し、亡くなられた方や安否が不明な方が多く発生していま
す。名古屋市域においても、過去、昭和 34 年の伊勢湾台風や平成 12 年の東海豪雨など、台風や
大雨などにより大きな被害が発生しています。こうした風水害から自分や家族の命を守れるよう
備えをしておきましょう。

29

宅協会︵梅村忠直会長︶は ルあいち１階セミナールー
平成 年度事業報告︑監 常務理事
平成 年 月 日︵月︶名 ムで第 回定時総会を開催 査報告︑収支決算承認の件

風水害に備えましょう！

︵公社︶
愛知共同住宅協会

.E

D ‑2 TYPE

発 行
編集室

愛知共同住宅協会

＝総会後

（公社）愛知共同住宅協会は、
あなたの経営の発展と、住
み良いまちづくりをめざす
県下唯一の、家主・地主に
よる、公益法人組織です。

公益社団法人
D ‑1 TYPE

第 118 号

第 118 号 （1）

O TC

平成29年7月25日

日本最大級！信頼のネットワーク
日本最大級！信頼のネットワーク
安心・快適で豊かな「くらし」をご提
安心・快適で豊かな「くらし」をご提案
国土交通大臣免許番号(5)第5338号

株式会社エイブル

企画開発事業本部

東海担当

国土交通大臣免許番号(5)第5338号
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-3651

国土交通大臣免許番号(5)第5338号
国土交通大臣免許番号(5)第5338号
〒453-0015
名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビル ２階

名古屋市守山区小幡南2−3−25
TEL（052）795−0709 (代表）
FAX（052）795−0710
0120−154−103

本

株式会社エイブル
企画開発事業本部 企画開発事業本部
東海担当
株式会社エイブル
株式会社エイブル
企画開発事業本部
東海担当

店

〒440-0814

豊橋市前田町二丁目1-23

TEL 0532-53-1186

名古屋支店

〒456-0032

名古屋市熱田区三本松町8-13

TEL 052-884-8525

東海担当
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-3651
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-

ＴＥＬ：052-249-3650
〒453-0015 名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビル ２階
〒453-0015 ＦＡＸ：052-249-365
名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビ

〒453-0015 名古屋市中区栄3-17-17 エイブルビル

熱心に聴講
愛知県では︑建築物の安 ︻相談日時︼

てくるのは︑例えば
﹁侵入
マンション等の
するまでに時間のかかる建
無料構造相談のご案内
物部品
︵補助錠︶
をつける﹂
﹁ 家の周りを明るくする ﹂
﹁住民同士の連携や不審者
への声掛け﹂
などを組み合 全性に対する不安を解消す 毎週火曜日及び木曜日︵祝
わせが効果的な防犯対策と るため︑構造専門家による 祭日を除く︶

なる︒
建築構造相談を無料で実施 午前９時から午後５時︵昼
研修③
﹁経営に役立つ保険﹂ している︒対象者は︑県内 休みを除く︶まで︒
講師 三井生命保険株式会 の分譲マンションの管理組 ※１件１時間以内︒相談員

の構造を専門とする建築士

造技術者協会中部支部所属

社 森田和晃氏
合︑賃貸住宅等の所有者︒ 一人が対応︒
ガンの罹患率は上昇傾向 相談には設計図と原則とし
にある一方︑医療技術の発 て構造計算書の持参が必 ︻相談員︼
達もめざましい︒先進医療 要︒
一般社団法人日本建築構

や自由診療への備え︑ＱＯ
入率は約 ％低下してい
Ｌ
︵クオリティオブライフ︶︻相談場所︼
る︒理由として住民相互の ンの防犯対策﹂
協働意識や連帯感の希薄 講師 愛知県警察本部生活 維持の為の収入保障型の保 愛知県東大手庁舎

セーフティネット︑公的 活支援連絡会議に参加

体化に向けた意見交換
︵グ 画等について報告があった︒

熱田アパート組合は︑平成 年 組合員︑ネットワーク業者
木理事が参加︒役員の選出︑
東
区
の
地
域
連
携
月 日
︵土︶
午前 時より︑中区 のほか︑地元出身の公職者
当運営協議会設置要綱の改
○平成 年度第 回東区生 名の参加者がサービスの具 正︑また︑今年度の活動計

年度総会を開催︑組合員︑ネッ

新栄１丁目の木曽路瓦町店で︑平成 も加わった︒

29

等を行った︒ ま た︑ 同 年 月 日
トワーク業者ら約 名が参加した︒ 支援を活用し︑入居者に長
平成 年 月 日
︵木︶
︑ ループワーク︶
く住み続けてもらう方法 東区社会福祉協議会主催の ○第 回東区孤立死防止地 ︵火︶
︑高岳げんき館にて開
議題
平成 年度事業報告・会計報告・ や︑満室経営に向けての情 東区生活支援連絡会議に愛 域支援ネットワーク運営協 催された同ケース検討会に
報交換などを行って︑懇親 住協鈴木理事が参加︒高齢 議会及びケース検討会参加 参加︒事例をもとに︑見守
りのポイントや関係機関等
監査報告

30

行った︒

引き続き行われた交流会では︑

東警察署から
のお知らせ
﹁忍込み﹂が増加中

東消防署からのお知らせ

との連携方法︑見守り活動
を継続するうえでの課題点
等について検討を行った︒

が高い中で体内の水分や塩分︵ナトリウムなど︶のバランスが崩れ︑体温の

夏に向けて︑熱中症になる人が増えてきます︒熱中症とは︑温度や湿度

熱中症にご注意を

11

を狙って侵入し︑金品を盗

熱中症を知って︑しっかり予防し︑楽しい夏を過ごしましょう！

けいれんや意識の異常など︑様々な障害をおこす症状のことです︒

調節機能が働かなくなり︑体温上昇︑めまい︑体のだるさ︑ひどいときには︑
む手口です︒暑くなり始め

〜熱中症予防のポイント〜
︵普段過ごす部屋には温度計を置くことをお奨めします︶

部屋の温度をこまめにチェック
ります︒被害に遭ってから

室温 度を超えないように︑エアコンや扇風機を上手に使いましょう

なり︑初夏から増加が始ま
では遅いので︑早めの対策
をお願いします︒
窓を開けて就寝しない
２階以上でも油断しない

のどが渇かなくてもこまめに水分補給
外出は体をしめつけない涼しい服装で︑日よけ対策
無理をせず︑適度に休憩

︿リニューアル紹介﹀

―施工― 千代田工業株式会社

︵公社︶愛知共同住宅協会

〜満室目指し、絆を深める〜

▶川森氏は映像やスライドで
研修②
﹁アパート・マンショ や犯人の意識調査から見え った︒
明快に説明

加入率増加の鍵となる︒

化︑地域への帰属意識の低 安全総務課 太田剛史氏 険商品も充実してきている︒
︵名古屋市中区︶︻連絡先︼
各講師の明快な説明に︑ 西三河建設事務所
下が考えられるが︑
﹁賃貸
︵岡崎市︶ 建築指導課構造審査Ｇ
愛知県は住宅侵入盗の被
住宅への転入者﹂
の加入は 害が 年連続全国ワースト 会場からは活発な質問もな 東三河建設事務所
︵豊橋市︶ ＴＥＬ ９６１︲９７１８
ＦＡＸ ９６１︲９７１５
１位である︒犯行状況分析 され︑充実した研修会とな

10

11

40

者の生活ニーズをもとに必
同年 月 日
︵火︶
︑東区
平成 年度事業計画
︵ホームレス を深めた︒
午後２時︑組合員のお店 要なサービスの開発を目的 役所にて開催された東区孤
支援事業他︶
﹁紅白かまぼこ﹂
をお として︑東区で高齢者の生 立死防止地域支援ネットワ
推進事業協力大家さんの表彰も の名品
土産に︑散会した︒
活支援に関わりのある約
ーク運営協議会に愛住協鈴

11

5

る季節︑ドロボーも活発に

忍込みとは︑夜間就寝中

20

日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくり

所在地 尾張旭市印場
外壁ＡＬＣ︑骨造
階建

６月 日から着工してい

のワンルームマンション

ます︒今回も︑下地補修や

回

シーリング工事を入念に行

い水性シリコン樹脂

外壁の配色は︑既存のレ

塗装を行っています︒

有る ツートン色でイメー

ンガ色から︑若者に人気の

＊

＊

＊

ジチェンジしました︒

ご相談︑見積りは無料で

千代田工業株式会社

す︒お気軽にお電話下さい︒

フリーダイヤル

０１２０︲１５４︲１０３

安心・信頼・満足をお約束する

名

災害などを契機に
﹁地域

の重要性が見
会員ら約 名が参加した︒ のつながり﹂
直されている︒しかし︑
10

年前に比べ町内会の推計加

▲太田氏は巧みな話術で聴講者をひきつけた

第 １ 回 研修会開催
会員ら
﹁名古屋地域のコミ
︵公社︶
愛知共同住宅協会 研修①

40

では︑平成 年 月 日 ュニティの活性化﹂
午後 時 分からウイ 講師 名古屋市地域振興課
︵月︶
ルあいちセミナールームに 川森裕子氏
5

て︑第１回研修会を開催し︑

29

5
28

1

29

30

29

2

40

熱田アパート組合 平成28年度総会

http://www.chiyoda-kougyou.net

名古屋市守山区小幡南2─3─25
FAX（052）795─0710

TEL（052）795‑0709（代表）
0120‑154‑103

建物をよみがえらせる外壁・塗装・防水工事

ベターマーク物件推進中

10

戸締りはしっかり！

3

2

6

28

12

13

28

29

7

︵東消防署 ☎９３５︲０１１９︶

ドエルリュートⅡ

29

29

第 118 号 （2）
共 同 住 宅 あ い ち
平成29年7月25日

担うにとどまらず︑
︵公社︶
愛知共同住宅協会﹃見守り
担っており︑活動は全国的
に注目されている︒今後も

大家さんヘルプライン﹄も

回総代会開催

豊田市アパート協同組合

第
役職員一丸となって運営に
努めていただきたい︒組合
員の皆さんには︑組合の活

事長︶の第 回通常
は豊田市の民間住宅供給を

御礼の挨拶を述べ︑
﹁組合 い﹂と締めくくった︒

最後に︑福岡銑二顧問が 用とご支援をお願いした

拶した︒

〜地域密着︑着実な運営〜

豊田市アパート協
同組合︵稲嶋修身理
総代会が︑平成 年
月 日︵火︶午後

時から︑豊田市錦

町１丁目の豊田市福
祉センター４階会議

日午後２時か
賦課金徴収︑配当金配布
第 回通常総代会議案書

今後の組合運営について

●役員・支部長合同会議開く ●
月

ら︑組 合 事 務 所 会 議 室
で︑役員支部長合同会議
配布について
その他
防署 ︶
﹂
﹁ 共同住宅あい

﹁違反対象物公表制度
︵消

出席は︑稲嶋理事長︑

を開いた︒
西川副理事長はじめ役
ち﹂
配布等

員︑各支部長ら 名︒
議題は︑

組 合 窓口ト ピックス
︵シリーズ㊴︶

︿新築紹介﹀

シャトレ野並

平成 年 月下旬︑地下鉄

桜通線野並駅から徒歩５分の

住宅街に︑ＲＣ造３階建て

ＬＤＫ 戸の新築賃貸マン

入居者に選ばれる物件とす

ションが完成します︒

料無料とし︑ 階には各入居

るため︑インターネットは使用

車場を全戸分確保しておりま

者専用のトランクルームと駐

す︒外観は︑白を基調とした

･日︵土・日︶両日

スタイリッシュな雰囲気です︒

月

共 時〜 時に︑完成見学会

を行いますので︑お気軽にご

来場・ご見学ください︒詳細

相談者の巣立ち

は弊社名古屋支店までお問合

大工工事、建具、内装、水まわり、改装等各種工事

21-0031

衛生設備工事、改修工事、下水切替工事、排水つまり修繕、空調工事

豊田市越戸町下能田219

45-0676

浄化槽保守点検、浄化槽清掃、修理、工事一式

豊田市青木町3-66

45-0032

造園、管理

豊田市四郷町与茂田14-1

45-5336

建築一式（アパートの新築、増改築、リフォーム）

岡崎市竜美南1-1-29

0564-55-4721

アパートの新築、建替、リフォーム、建設全般（一般
住宅、店舗、工場、事務所、マンション等）、増改築

（株）花田工務店西三河営業所

安城市三河安城本町2-1-10

0566-76-0125

アパート、マンションの新築（立退きから、企画、
設計、施工）
、リニューアル、耐震診断

千代田工業株式会社

名古屋市守山区小幡南2-3-25

052-795-0709 ㈹

外壁・塗装・防水工事

せください︒

﹁見守り大家さんヘルプ 日間は︑日割り︑その後は︑

室で開催された︒

︱設計・施工︱㈱花田工務店

ライン﹂をはじめ︑組合に 半月分︑一か月分と︑収入

をやめ妻の実家で妻の介護 の入居が決まった︒

アパート家賃集金・滞納保証・建物総合管理・廃棄物処理事業他

稲嶋理事長は﹁

をしていたが︑妻亡き後追

い出され友人宅に居候︒
が︑ 毎日かかさず家賃をもって

45-1413

を変え︑
入居期間も三か月︑

そこも出ることになり転居 きた︒やがて県営住宅に転
先を至急探してほしいとの 居がきまり︑娘さんも引き
物件をどのように貸す

こと︒問題は︑契約金︑そ 取ることができた︒

33-2468 ㈹

は毎日様々な相談が飛び込 の増加にあわせて分割方法

の後の家賃の支払いであ

る︒小学生の娘は友人宅に か︑臨機応変に工夫するこ

豊田市青木町25-4

Ｔさん︵男性︶は︑仕事 という条件を提示︒Ｔさん

た︒当組合ではアパート斡 並びに剰余金処分案承認の

預け︑給料日払いの仕事に とで経済的なサポートもで

クロス貼り、クッションフロア―、カーペット、カーテン

は厳しい状況といえ

旋件数は前年比減少したも 件
のの︑決算は前年に続き黒 第２号議案 ＝平成 年度

就いたが︑
蓄えは全くない︒ きた︑商売という枠を超え
組合一同Ｔさんの巣立ちを

一般的な仲介ではどう逆立 た印象的な事例であった︒

89-6464

検検検
索索索

土地
土地
土地
・建物活用のコンサルタント
・建物活用のコンサルタント
・建物活用のコンサルタント
（相続、
（相続、
（相続、
法務、
法務、
法務、
税務相談）
税務相談）
税務相談）

花田工務店
花田工務店
0120‑875‑882
0120‑875‑882
0120‑875‑882 花田工務店

●●
株式会社財産ドック
●
株式会社財産ドック
株式会社財産ドック

店店店
〒440‑0815
〒440‑0815
〒440‑0815
豊橋市中世古町121
豊橋市中世古町121
豊橋市中世古町121

Tel.0532‑53‑2161
Tel.0532‑53‑2161
Tel.0532‑53‑2161

名古屋支店
名古屋支店
名古屋支店
〒456‑0032
〒456‑0032
〒456‑0032
名古屋市熱田区三本松町8‑13
名古屋市熱田区三本松町8‑13
名古屋市熱田区三本松町8‑13

Tel.052‑882‑0441
Tel.052‑882‑0441
Tel.052‑882‑0441

西三河営業所
西三河営業所
西三河営業所〒446‑0059
〒446‑0059
〒446‑0059
安城市三河安城本町2‑1‑10
安城市三河安城本町2‑1‑10
安城市三河安城本町2‑1‑10

Tel.0566‑76‑0125
Tel.0566‑76‑0125
Tel.0566‑76‑0125

建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務
建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務
建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務

Ｔさんも真面目な方で︑

字となり︑まずまずの年で 事業計画及び収支予算案承
した﹂と挨拶し︑組合員の 認の件
協力に感謝の言葉を述べ 第３号議案 ＝平成 年度

る年でもありまし

各議案について満場一致
で全て承認された︒

た︒
経費賦課金額及び徴収時期
次に︑岡田正一氏を議長 方法決定の件
に選出し︑議案審議に移っ
た︒

ここで︑いよいよ組合の 見届け︑ほっとしたのであ

ちしても入居は難しい︒

建築工事一式（アパートの新築・増改築・リフォーム）

ホ ー メ ッ ク ス（ 株 ） 豊田市錦町1-95

32-3523

松 井 建 設 工 業（ 株 ） 豊田市陣中町2-20-1

続いて︑豊田警察署生活

豊田市美里1-7-12

大和ハウス工業（株）岡崎支店

第１号議案 ＝平成 年度

（ 有 ）安 装 室 内 装 飾

（株）とよしょう工務店

出番︒たまたま故あって組 った︒

襖、クロス、障子、内装工事、建具直し、ガラス取替

園

合が管理するＦ物件に空室

32-2258

造

事業報告︑財産目録︑貸借 安全課日名地敬子氏︑豊田
対照表︑損益計算書の報告 市消防本部松井利往氏が挨

豊田市神田町1-6-7

（ 有 ）猿 投 衛 生 社

平成 年 月 日より違 査で確認した違反を建物関 があった︒理事長のウルト
反対象物公表制度︵建物を 係者に通知した日から一定 ラＱ的判断で使用範囲をＤ

だ る ま 堂 表 具 店

ユ タ カ ノ 工 業（ 株 ） 豊田市上郷町4-3-3

種
業
話
電
所

◇総代会後研修会◇

畳製造販売、修理一式

築

利用する方が自ら利用する 期間経過しても改善されな Ｋと風呂・トイレに制限し
研修①﹁ 豊田市福祉総合 とらわれず対応する︒
建物の安全情報を確認し︑ い場合に公表し︑違反継続 家賃は半額に︑家賃と仲介
手数料の支払いは︑当初十
アパートの入居者に異変 建物の利用について判断で している間は公表︒
相談課の役割について﹂
講師 豊田市福祉総合相 が生じたときなど︑相談し きるよう︑消防が立入検査
公表内容 建物の名称︑
ていただきたい︒入居者支 の際に把握した違反内容を 所在地︑違反内容︒

32-0290

建

談課 中野 将氏

備の問題で悩んでいる﹂と

豊田市桜町2-65

村

平成 年 月の組織改編 援に向け︑連携対応もお願 インターネットにより公表
公表の方法 豊田市のホ
により新設された﹁福祉総 いしたい︒
する制度︶が始まる︒
ームページに掲載︒
﹁豊田市成年後見
対象となる建物 飲食店
合相談課﹂は︑
﹁個別支援﹂ また︑
を開設する︒ や物販店など不特定多数の 組合より
の充実を図るとともに﹁支 支援センター﹂
えあいの地域づくり﹂を推 後見制度への理解とセンタ 方が利用される建物等︒
﹁ちょっと心配な入居者
対象となる違反 建物に がいる⁝︵福祉総合相談課
進し︑第８次豊田市総合計 ーの活用をお願いしたい︒
義務付けられた︑屋内消火 に相談したい︶
﹂
︑
﹁消防設

（ 有 ）伊 藤 畳 製 作 所

藤

画の重点施策に位置付けら

住

川

いう大家さんは︑組合でも

業者名

後

相談にのりますので︑是非
ご一報ください︒

豊田市錦町１−１
（豊田市福祉センター内）
電話 0565 − 63 − 5566

29

29

れている﹁超高齢化社会へ 研修②﹁ 消防法違反対象 栓︑スプリンクラー︑自動
火災報知設備が設置されて
の適応﹂実現に向けて取組 物公表制度について﹂
を進める︒高齢者︑障がい 講師 豊田市消防本部予 いない建物︒
公表時期 消防の立入検
者︑生活困窮者等の区分に 防課 小寺 史髙氏

物忘れがあり、
お金の管理が心配…
認知症になり、
アパート経営が心配…

組合維持管理指定業者
ご利用ください

28

本本本

8

1

13

✿豊田市成年後見支援センター✿

ご活用ください

●●
東海建物株式会社
●
東海建物株式会社
東海建物株式会社

29

16

26
27

51

6
んでくる︒

1

年度は景気回復傾向

4

とはいえ中小企業に

30

1

10 8

51

4

建設事業に関わる提案と設計、
建設事業に関わる提案と設計、
建設事業に関わる提案と設計、
施工、
施工、
施工、
管理、
管理、
管理、
アフターサポート
アフターサポート
アフターサポート

2 5

20

51
29

28

16

30

29

第 118 号 （3）
共 同 住 宅 あ い ち
平成29年7月25日

●●
株式会社花田工務店
●
株式会社花田工務店
株式会社花田工務店

平成29年7月25日

共 同 住 宅 あ い ち

第 118 号 （4）

（公社）愛知共同住宅協会協力ネットワーク
（公社）
愛知共同住宅協会

会員
募集
中

経 営 相 談

本部事務局：052‑324‑8488
（平日 1時〜 5時）
豊 田 支 部：0565‑32‑5006
（平日 9時〜 5時、土・祝 9時〜 3時）
aijyu@dream.ocn.ne.jp

052-661-5849

株式会社
本

社

太陽光発電設備、エコキュート、電気温水器、IHクッキングヒーターなど、
環境と家計にやさしいこれからのライフスタイルをバックアップいたします。

名古屋支店 〒461-0043 名古屋市東区大幸1-8-8

鈴木不動産

不動産管理・企画運営

☎052-722-2164

新築・リフォーム工事

名古屋市東区泉二丁目15番20号
名古屋市中区錦三丁目22番11号
栄町営業所
TEL
（052）931‑3000
TEL
（052）
951‑5566

ホームページ http://www.suzukifudousan.co.jp

■不動産賃貸業
■空きマンション、店舗、駐車場のご入居者募集
●賃貸料の請求書発行、集金
●オーナー様に対しての収支報告書作成
●解約時の立会い、
保証金の精算 他
■土地・建物売買・仲介
■不動産コンサルティング技能登録
■マンション管理士・管理業務主任者登録

TEL 052-746-0510
FAX 052-746-0511
〒460-0017 名古屋市中区松原三丁目１３番４３号

www.sekiwa-ts.co.jp

株式会社

YKKap、トステム、和洋建具
造作家具製造、鍵ロック、硝子工事

URL：http://www.morioka-est.co.jp/
Mail：info@morioka-est.co.jp

鈴木建物管理

名古屋市南区元桜田町三丁目11番地の1

ガス器具

TEL. 052‑824‑6600

■建築物環境衛生総合管理業
（愛知県17総第5号）
●清掃作業全般
●空調給排水全般
●空気環境測定全般
■電気工事
（業務登録／愛知県知事登録第090141号）
■警備保障業務
（業務登録／愛知県公安委員会第493号）
■消防設備法定点検
■貯水槽清掃
（愛知県60貯第9号）
■害虫駆除、
消毒
■水質検査

久 乗製 作 所 有 限 会社
〒468 0066
名古屋市天白区元八事
TEL 052 832 3344
FAX 052 831 7016

消防設備
消火器・消火設備

〒466‑0826
名古屋市昭和区滝川町47 1 ウッディプラザ八事3 F
電話 052‑861‑1787 FAX 052‑861‑1788

｝保守点検一式

有限会社

有限会社

消火器
消防・消火設備

TEL. 052‑805‑5222

有限会社
赤木

外壁改修工事・屋上防水工事・管工事・内装工事
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通り5-111
中村パークビル1階

排水管、トイレのつまり困ったら
───お気軽にお電話下さい！───

アカギ

貯水槽清掃（愛知県1貯第1号）
排水管洗浄（愛知県15排第6‑2号）
浄化槽保守点検（愛知県第327号）

一英

名古屋市昭和区北山町１丁目3
TEL 052−731−0914
FAX 052−731−0771

TEL 052-419-5888 FAX 052-419-5887

春日井市南花長町13番地の42

愛知県知事許可
（般−16）第102973号

住宅リフォーム全般

T EL（0568）33−0727

番地

有限会社

（公社）
愛知共同住宅協会

http://mimamori-oya.jp/

リニューアル…永く、美しく、柔らかく

名古屋市港区船見町1−42

つ

空室情報は
おはやめに

アパマンショップ

（株）

15

本社

鈴木ビル1階

20

鈴木不動産

ＴＥＬ 九三一︱三〇〇〇

東区泉二丁目 ︱

FAX 九三一︱三〇〇六

鈴木不動産

11

（株）
栄町営業所

中区錦三丁目 ︱
ＴＥＬ 九五一︱五五六六
22

セントラルパーク店

FAX 九五一︱五五〇六

東区東桜1︱3︱2桜ビル2Ｆ

ＴＥＬ 九六八︱一三〇〇

熱田店

中区大須三丁目九ー十八
ＴＥＬ 二六一︱五一〇〇

エイブル

FAX 二六一︱五一〇八

FAX 九六八︱一三〇一

熱田区神宮四丁目1︱1

ＴＥＬ 六八三︱八二五一

ＦＣ金山駅前店

11

ホームメイト

㈲アクアネット
中区金山1︱ ︱
ＴＥＬ 三三九︱三九〇〇

ＴＥＬ 三三九︱三九一一

16

サービス

（株）

FAX 六八三︱八二五四

1

賃貸住宅

︱

25

金山店

熱田区波寄町

〇一二〇︱一一︱四一四六
FAX 八八四︱四一四七

ダイヤル

フリー

12

鶴舞店

11

ミニミニ

7

金山店

13

アパマンショップ

中区千代田三丁目 ︱
ＴＥＬ 三二三︱七八三三

熱田区金山町一丁目 ︱

FAX 三二三︱七八四四

ミニミニ

ＴＥＬ 六七八︱七七二〇

熱田店

熱田区神宮三丁目９︱
ＴＥＬ 六八二︱三八二二

FAX 六八二︱〇四四〇

12

営業本部

︱1

10

ニッショー

（株）

FAX 六七八︱七七二一

北区城見通二丁目

ＴＥＬ 九一二︱一〇〇一㈹

FAX 九一二︱一六〇〇

中区橘1︱ ︱
ＴＥＬ 三二四︱八四八八

名古屋市共同住宅
経営者協同組合

FAX 三二四︱八三八八

18

豊田市アパート
協同組合

ＴＥＬ 〇五六五︱三二︱五〇〇六

豊田市西町１ ︱

FAX 〇五六五︱三二︱五〇〇八

店

アパマンショップ

港

東海通三丁目 ︱
ＴＥＬ 六五九︱七一〇〇

︱9

金山店

FAX 六五九︱七一〇七

1

ミニミニ

ＴＥＬ 三二二︱六二九一

中区金山一丁目

ＴＥＬ 三二二︱六二九三

21

26

岩崎征一

名古屋市中区丸の内一丁目14─2
ライオンズビル第二丸の内2F
TEL（052）231─8787

FAX（0565）77-3898

４

岩崎設計事務所

代表取締役

杉本みさ紀

〒471-0025 愛知県豊田市西町 1 丁目 4 番地 アパート組合ビル 2 階

14

おお や さん

（受付：平日午前10時〜午後4時まで）

株式
会社

TEL（0565）77-7052・6700

ぐ

0120‑279‑083

URL http://www.toakenso.co.jp

弁 護 士

な

ヘルプライン：

TEL052−612−5916

外装・防水・塗装

光クリーン工業

建設業許可 国土交通大臣（般-25） 第25250号

見守り大家さん

グループ

保守点検

T EL（0568）36−1321
有限会社
興和防災

■一級建築士事務所
（愛知県知事登録
（い 27）
第11056号）
■一般建設業
（愛知県知事許可
（般 24）
第102082号）
建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業
屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業、内装仕上工事業

刈谷市一ッ木町六丁目15番10
ＴＥＬ 0566−28−0851
ＦＡＸ 0566−28−0857

名古屋給湯器サービス

ガス・水まわり器具修理
・販売・施工

【業務内容】建築設計業務
畳・襖の修理、クロスの張替、ペンキ塗り、大工・左官等の営繕業務
一般建設業・解体業、産業廃棄物収集運搬業務

株式会社ミカワ安全

バス・キッチンリフォーム

迅 速 対 応

鈴木営繕

名古屋市天白区平針南一丁目2114番地

水まわり設備

