（公社）
愛知共同住宅協会

見守り大家さん研修・
交流会 東三河２０１７ 開催
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市における障害のある方などへの居住支援
大家さん、管理・仲介業者、医療・介護・福祉機関、行政の連携について

年

日

昨年 月に同地域で実施

分より、 は２回目。
前回参加者の
「今

月

（公社）愛知共同住宅協 関係者等 名が参加した。
会は、平成
時

豊橋市総合福祉センターあ 年も開催を」との声で実現
いトピアにて、見守り大家 した。研修内容の企画、講
さん研修・交流会を開催し 師や会場手配、地域関係者
た。豊橋市、豊川市、蒲郡 への呼びかけ、当日の進行

と申し添えたにもかかわら など、日常生活を送る上で 不安な気持ちが和らげば良 象に残っています。この経
ず、バタバタ準備を始めた の沢山の不便・不都合が発 い、そんな風に思います。 験から「見守り大家さん」
「まあ、あそこになら相 はどういうものか興味を持
のは秋の気配が漂い始めた 生する怖れがあります。
」と、いつ ち研修に参加しました。
そのような不便・不都合 談してもいいわ。
頃でしたのに 名近くの方

にお集まりいただき改めて への対処方法の一つが身近 か思っていただけるように、 今回の研修では、障がい
における「見守り」と「助 このネットワークを通して 者が地域で生活をするため
お礼を申し上げます。
私どもは豊橋駅近くに事 け合う仕組み」になると思 「ご案内」を続けさせてい に、福祉関係者が大家さん
と「顔の見える関係」を日
務所を置き、福祉相談を承 います。私には「見守り」 ただきたいと存じます。
ごろから作り信頼関係をつ

くることで、入居する障が

い者の方が安心して暮らこ

とができ、かつ大家として

も障がい者が入居すること

の不安感を払拭することが

でき、双方が安心して大家

と入居者といい関係を築く

ことができることを学びま
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市、田原市の、大家、不動 など、全て東三河地域の有

名古屋市熱田区三本松町8-13

交流会では、実際に福祉

〒456-0032

した。

名古屋支店

第１部 研修会

関係者の参加者が抱えてい

TEL 0532-53-1186

30 9

産業者、行政、医療、福祉 志により運営された。

っておりますが、相談内容 と「居住安定」が組み合わ
第２部 参加者交流会
にしばしば「住まい」に関 さった「見守り大家さん」
「見守り大家さん」
講師も交え、大家さん、 することがあります。高齢 の仕組みは、ほのぼのとし
研修・交流会に出席して
仲介管理業者、行政、福祉、 で保証人が見つからなかっ た温かみが感じられます。
（社福）豊田市社会福祉
医療等各分野から、活発な たり、障害が理由で入居に
これからも、私どもは町
協議会
意見交換が行われた。
結びつかなかったり、そも で「空室あり」という表示
相談支援課 高岡担当
東三河地区における居住 そも家が無かったり。
を見かければ、飛び込みで
松井正宏

支援の輪は、着実に広がっ
私たちが暮らす東三河で お伺いすることがあること
以前、ある大家さんから
ている。研修会には豊田市 も人口は減りつつ世帯だけ でしょう。
からの参加もあり、他地域 は増え、高齢者は増加して 「保証人が立てられない 家賃滞納していてお金にも
への広がりも期待される。 います。おそらくこのよう んですけど…」
（その代わ 困っている入居者がいると
な状況はまだ続くでしょう りに何か起こらないように 相談を受けたことがありま
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特定非営利活動法人さざ
なみ杉本寛氏は、地域での
精神障害者支援について事
例を交えて講義、参加者は
理解と共感を深めた。
本研修会の企画も担当し
た柴田圭吾氏は、公的住宅

《参加者の声》
が、
そこに「居住の不安定」 しますし、万一の時はお呼 した。その大家さんは入居 る課題に対して、大家さん
が重なるとどのようなこと びください…、と心の中で 者の就業状況を把握され、 に質問をしてアドバイスを
「見守り大家さん」
入居者の子どもの面倒をみ いただく場面が多くあり、
）
が起こり得るでしょうか。 は思っています。
研修・交流会 東三河
「繋がり」無く暮らす生活 るなど「見守り大家さん」 終了時間が過ぎても話が尽
たとえば、
 ２０１７を終えて ◦家族関係が希薄になる がどれほど心細いか、また として活動されている方で きなく、有意義な時間を過
株式会社ホウキン
◦働き
 たくても、仕事が見 病気や障害が重なってくれ あった。落語で「大家とい ごすことができました。
福祉事業部 柴田圭吾
「衣食住」の「住」
店子
（たなこ） 今後、
つからない
ばどんなに不安になるでし えば親も同然、
「東三河で今年も研修会 ◦年金
 を受け取ることが出 ょうか。支援する私たちに といえば子も同然」という のプロである大家さんやア
は全ては分からないにして くだりがありますが、それ パート仲介業者と顔つなぎ

も、
「家探し」を一緒に行い、 を実践されており、入居者 をし、地域で入居者が安心
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勝彦

山田

手当などを解説。福祉行政
経験もふまえ、居住確保の

来ない

一寸だけ話し相手にさせて としても安心して生活がで して「住む」ことができる
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をやらせて貰えませんか？」
愛知県住宅計画課雉野辰 とお願いしたのは４月 末

現状について説明した。

◦十分
 な医療や福祉サービ

を豊田でも考えていきたい

と思います。

理ビジネス協会本部事務局

セミナールームにおいて、

経営者協会連合会理事（・

公益社団法人全国賃貸住宅

監事・支部長）会が開催さ

れ、同会愛知本部鈴木和彦

会議では、総務・組織・

支部長が出席した。

周年記念特別委員会の活
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外壁・塗装・防水工事

（公社）全国賃貸住宅経営

平成 年 月 日（金）
、

9

東京都中央区の全国賃貸管

29

動報告等がなされた。
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高齢者・障害者・子育て世帯等
を受け入れる民間賃貸住宅の
登録制度について

50

②住 宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅制度
（セーフティネット住宅）について
国も今年 10 月 25 日から新たな住宅登録制度
を始めました。この制度は、低額所得者、被災
者、高齢者、障害者、子育て世帯等の方々に向
けた入居を拒まない住宅の登録制度で、愛知県
の制度と共通していますが、改修工事費の一部
に国から補助金が出るなど、空き室・空き家の
活用を促す制度でもあります。登録手続きは県
または市になりますが、改修費の補助金の申請
は国にしていただくことになります。

いただくことで、少しでも きる心強い大家さんだと印 ような“つながりづくり”

制度の専用サイト
愛知県の制度：愛知県あんしん賃貸支援事業
http://www.aichi-kousha.or.jp/anshin/
国の制度：セーフティネット住宅
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php

in

二氏は、
「愛知県あんしん で し た。そ の 時 に は「 し
スが受けられない
賃貸支援事業」
を紹介した。 っかりと準備をしますから」 ◦子どもの不登校

これら県と国の制度は、どちらも高齢者・障
害者・子育て世帯等の方々に住まい探しが円滑
に行われることを目的としていますが、それに
は多くの住宅の登録が必要です。大家さんのご
協力なしでは達成できませんので、ぜひ住宅の
登録をお願いします。

in

47

11

①愛知県あんしん賃貸支援事業について
愛知県では、入居を拒まない民間賃貸住宅の
登録制度として「愛知県あんしん賃貸支援事業」
を 平 成 23 年 度 か ら 行 っ て お り、 現 在 約 ３ 千 戸
の住宅が登録されています。高齢者・障害者・
外国人・一人親・被災者などの方々は、この入
居を拒まない登録住宅の中から、条件に合った
住 宅 を 探 し ま す。 ま た、 家 賃 を 適 正 に 支 払 い、
自立した生活ができる人を入居者の条件にして
いますので、家賃滞納や近隣トラブルの心配も
軽減されます。空き室・空き家をお持ちの大家
さんには、ぜひ登録をお願いします。補助金等
はありませんが、愛知県が実施する制度に登録
された住宅としてイメージアップを図ることが
できます。登録手続きは愛知県住宅供給公社ま
でお問い合わせください。

名古屋市共同住宅経営者協同組合
〒460-0016
名古屋市中区橘₁丁目26番18号
Ｄ-フラット東別院306号
TEL（052）324-8488
FAX（052）324-8388
発 行
編集室

共 同
住 宅
（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。

29

高齢者・障害者・子育て世帯等という理由だ
けで大家さんに入居を断られることがあると言
われる世帯に向けて、入居を拒まない民間賃貸
住宅の登録をする制度を紹介します。

公益社団法人 愛知共同住宅協会

第 119 号

第 119 号 （1）
共 同 住 宅 あ い ち
平成29年10月25日

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

平成

年度

研修会
本賃貸住宅管理協会東海ブ
ロック 愛知県支部長）
「賃 貸経営のトレンドと
②
満室経営のための将来

の展望」
講師：田中良幸氏
（株式会

平成 年 月 日
（日）
午 社リクルート住まいカンパ
後 時半からウインクあい ニー グループマネージャ
ち１００１会議室で開催さ ー）

東警察署からのお知らせ
			

			

平成 年９月末（暫定値）の愛知県内における刑法犯認知件数は４９、
８８１

〈平成 年９月末（暫定値）犯罪発生状況～東警察署より～〉
件と、前年に比べ２、
０１２件（３．
９％）減少しました。

しかし、自動車関連窃盗が増加中（車上ねらい：３、７１１件（前年比＋
５７３件）
、部品ねらい：２、
４９５件（前年比＋２７２件）
）です。

自動車関連窃盗が増加しています。今や「部品ねらい」被害の半分近くがナン

“自動車関連窃盗”の撲滅に向けて「ナンバープレート盗難防止ネジの活用を」

ナンバープレートを盗む目的は、自動車盗等、他の犯罪に使うため！犯人グル

バープレート盗難！

ープは、自動車を盗んだらすぐ、ナンバープレートを付け替えることから、ナン

れた研修会は、
（公財）
日本

「満 室オーナーが必ずし
③

賃貸住宅管理協会東海ブロ

バープレートが容易に外せない盗難防止ネジは「自動車盗対策」に非常に有効です。

平成 年 月 日（木）～ 月 日（水）

実施期間

今一度、防火対策を徹底し、火災を出さないようにしましょう。

ます。

これからしだいに寒くなり、空気が乾燥するため、火災が発生しやすくなり

火の用心 ことばを形に 習慣に

秋の火災予防運動（全国統一防火標語）

東消防署からのお知らせ

「ナンバープレート盗難防止ネジ」を取り付けましょう！

➡

ック愛知県支部・三重県支 ～時代に求められるアパー
講師：永井ゆかり氏
（全国

部主催の
「賃貸住宅の住環 ト・マンションの経営～
境向上セミナー（後援：国
「家
土交通省・愛知県・三重県 賃貸住宅新聞社 月刊
民法改正や民泊など賃貸

他、当協会協賛）
」
に参加す 主と地主」 編集長）
るもので、当協会からは会
員、ネットワーク業者が参 住宅施策等の動向、消費者
加した。当日は衆院選投票 ニーズを絡めた市場動向、
日、また、台風 号の接近 時代にあわせた実践的な空
に伴う悪天候にも関わら 室対策など興味深い多彩な
ず、熱心な参加者で１００ 内容となり、参加者は講師
料にメモを取り、研修後に

席の会場はほぼ満席となっ の話に熱心に耳を傾け、資

１．住宅防火対策の推進

重点目標

２．放火火災防止対策の推進
３．特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
４．地域ぐるみの防火・防災対策の強化

〈リニューアル紹介〉

052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-9599
0564-52-0800 090-3850-6643

☎
☎

川

ている５つのこと」

そろそろお取替えの
時期じゃございませんか？
そろそろお取替えの
そろそろお取替えの
そろそろお取替えの
時期じゃございませんか？
そろそろお取替えの
時期じゃございませんか？
時期じゃございませんか？
そろそろお取替えの
そろそろお取替えの時期じゃございませんか？
（東消防署 ☎９３５︲０１１９）

５．多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底



属する
「熱 の存在意義などについて、 でした。自分でも新しい物 がある。そんなとき、父が そういうことも自分で動け

が 多 く 所 する秘訣や、アパート組合 山田 はい、先代も賃貸業 新しい仕事に就くには限界 しね。電気が切れたとか、
田 ア パー お話を伺いました
「アパート組合」 るしね。
（ 文中、 件を建てました。現在、フ 入っていた

オーナー様の希望されない営業はいたしません。
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。

所在地 岡崎市 木造

階建住宅 洋風造りのお洒

落な住宅を活かすため、外

壁色をツートンにし、塗料

はメーカー日本ペイント㈱

の高耐久性、フッソ樹脂

（ Ｆフッソ）を使用しま

した。お客様には、新築に

＊

生まれ変わったと喜んで頂

＊

きました。

＊

ご相談、見積りは無料で

す。
お気軽にお電話下さい。

千代田工業株式会社

フリーダイヤル

052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-9599
0564-52-0800 090-3850-6643

☎
☎

川

纈・石
藤

纐
近

た。

研修会は、
（公財）
日本賃 は会場から質問が相次い
最後に、
（公社）
愛知共同

貸住宅管理協会東海ブロッ だ。
ク長の渡辺健太郎氏の開会

挨拶で始まり、テーマは、 住宅協会の鈴木和彦副会長
修会は盛況のうちに閉会し

「賃 貸管理を取り巻く環 から締めの挨拶があり、研
①
境の変化について」

愛知共同住宅協会は、
「でき を支える活動をしています。 穂区の大家さんがいます。 でいました。私の代で経済 佐藤 いや～、儲かりませ
（笑）
。でも、大家さん
ることから、無理せず、ひとり
組合長の山田さん、常務
年近い歴史があり、
“二 の仕組みが変わり、外国材 んよ
で抱えこまず、入居者を見守る」 理事の佐藤さん、書記の成 代目”
の大家さんが多いで が入ってくるようになって の仕事は、嫌じゃないね。
大家さんを、応援しています。 田さん、会計の武藤さんに すね。
経営を続けることが厳しく 材木屋という経験を活かし
そんな お越しいただき、大家業と 司会 山田さんも、
“二代 なりました。何の商売をす て、ちょっとした修理など
るか、自分の年齢からみて は、僕がやってあげられる

講師：岡本圭氏
（
（公財）
日 た。

11

んのブロックでね。山田さん らいながら、今に至ります。 けたという時代もあった。

愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。

０１２０︲１５４︲１０３

尾張地区担当 纐 纈・石 川
☎ 052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-9599
名古屋市守山区小幡南2─3─25
三河地区担当 近 藤
☎ 0564-52-0800 090-3850-6643
FAX（052）795─0710
http://www.chiyoda-kougyou.net

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

9

纈・石
藤

「 賃貸住宅の安心・安全・住環境の向上」を

“二代目”見守り
大家さんは、自然体！

29

ト組合」
。 敬称略）
。
ァミリー向けと単身向けを に相談したのです。先輩大 山田 大家さんというの

家さんのマンションを見学 は、昔は、儲かったと思う
組合活
経営しています。
（愛住協理事 杉本） 司会 佐藤さんいかがですか。 し、業者を紹介してもらっ よ。借金して建てても、そ
動も活発 司会
まず、山田組合長、熱田 佐 藤 私も、二代目です。 て、マンションを建てまし んなに長くかからず返せ
で、会 員
同士の交 アパート組合の概要を教え 父も組合員でした。山田さ た。経営の仕方を教えても た。家賃収入で、学校に行

流も盛ん、 てください。

次号へ続く

尾張地区担当 纐 纈・石 川
☎ 052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-95
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
尾張地区担当 纐 纈・石 川
052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-9599
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
三河地区担当
近 藤
☎☎
0564-52-0800
090-3850-6643
三河地区担当 近 藤
☎ 0564-52-0800 090-3850-6643

2

尾張地区担当
三河地区担当

安心・信頼・満足をお約束する

川
☎ 052-722-2164 080-6973-6595 090-9913-9599
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
☎ 0564-52-0800 090-3850-6643

纈・石
藤

纐
近

尾張地区担当
三河地区担当

11

29

テ
 ーマに賃貸住宅オーナーが熱心に聴講

熱田アパート組合 座談会

29

29

纐
近

10

大 家 さん して経営と社会貢献を両立 目”
ですか？

60

15



岡崎市Ｓ様邸改修工事

尾張地区担当
三河地区担当

29

のお父さんが私の父に組合 右も左もわからないので、 今は、もう儲かる商売では
互いに助 山田 組合員は 名で、
（共同住宅あいち）
を 組合が頼りという感じです。 ないよ。
け合って、 ブロックに分かれていま の新聞



4

22

21

80

ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
愛住協様の窓口担当者が誠意をもって対応します。
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。
オーナー様の希望されない営業はいたしません。
初期費用のご負担が軽い、リース契約などもご相談承ります。

―施工― 千代田工業株式会社

1

組合員の す。熱田区、昭和区、中川 持ってきてくれたりしてね。 司会 新しい商売は、儲か
我が家は、材木屋を営ん りますか？
満室経営 区、南区、港区、緑区、瑞

12

第 119 号 （2）
共 同 住 宅 あ い ち
平成29年10月25日

時期じゃございませんか？
ご自宅、所有マンションの電化機器のお取替時期ではございませんか？

時期じゃございませんか？

平成29年10月25日

共 同 住 宅 あ い ち

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

松 井 建 設 工 業（ 株 ） 豊田市陣中町2-20-1
ホ ー メ ッ ク ス（ 株 ） 豊田市錦町1-95

32-3523

建築工事一式（アパートの新築・増改築・リフォーム）

33-2468 ㈹

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

平成 年に名古屋市西区に

安城市三河安城本町2-1-10

また、警報器の設置有無

（株）花田工務店西三河営業所

オープンした“家族葬専用

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

〈物件紹介〉

0564-55-4721

別の死亡数を比較すると、

岡崎市竜美南1-1-29

大和ハウス工業（株）岡崎支店

大家さん知得情報

建築一式（アパートの新築、増改築、リフォーム）

豊田市アパート協同 組 合

45-5336

ホール セレモニーホールふ

豊田市四郷町与茂田14-1

（株）とよしょう工務店

セレモニーホールふうりん（増築）

造園、管理

2.8

設置ありの場合は５人、設

45-0032

14

うりん”
。この度ホール等の

豊田市青木町3-66

園

置なしの場合は 人と 倍

浄化槽保守点検、浄化槽清掃、修理、工事一式

住宅用火災警報器の
メンテナンスはできてますか

45-0676

増築工事が竣工となりまし

豊田市越戸町下能田219

もの違いがあります。

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

大家さんをサポートする
行政福祉機関との絆

21-0031

た。新築オープン当時は、未

大工工事、建具、内装、水まわり、改装等各種工事



45-1413

だ“家族葬”という言葉は聞

豊田市青木町25-4

豊田市消防本部からのお りません。
焼損床面積を比べてみる
住宅用火災警報器を設置 と設置ありでは６２３㎡、

クロス貼り、クッションフロア―、カーペット、カーテン

知らせです。

89-6464

10

いたことも無いくらいでした

豊田市美里1-7-12

あなたの身近に

（ 有 ）安 装 室 内 装 飾

が、今では普通に行われてい

襖、クロス、障子、内装工事、建具直し、ガラス取替

造

住宅用火災警報器の設置 しなければならない場所は 設置なしでは１１０９㎡と
後見人制度は使えるとの事
１．寝室
の義務化からまもなく
４３．
８％減っています。
です。
最近人気のエンディング 年、火災から生命や財産を ２．階段
 の天井（２階に寝 自分の生命や財産を守る

32-2258

村

種

 困って い る 人 い ま せ ん か ！

豊田市神田町1-6-7

川

業

る葬儀の形となっておりま

だ る ま 堂 表 具 店

（ 有 ）猿 投 衛 生 社

話

す。家族葬の先駆者である株

畳製造販売、修理一式

ユ タ カ ノ 工 業（ 株 ） 豊田市上郷町4-3-3

21

式会社ふうりん様におかれま

32-0290

築

1

しては、今回のホール等増築

豊田市桜町2-65

建

電

にて益々ご盛業となることと

（ 有 ）伊 藤 畳 製 作 所

藤

人制度を使うことになった とのことでした。

住

思います。

業者名

後

7

―設計・施工―㈱花田工務店

組合維持管理指定業者

所

29

26

気味になるが、そもそもこ

の物件は、大家さんとの面

接で、ＯＫがでなかった、

５％と設置率が増 豊田市アパート協同組合へ
を交換して下さい。劣化に は７４．
よる故障や電池切れでは鳴 えています。

（シリーズ㊵）

ご利用ください

組 合 窓口ト ピックス

乗り越えるは？

が、今回はパフォーマンス つまりは、人物審査で通ら
先々号の窓口トピックス なしということか。先回紹 なかったのである。そこの

に登場した三人家族を覚え 介した物件によほど未練が ところをいまいち理解され
てみえますか。
保証人無し、 あるのか、過去の経験から ていないようで、ずばり言

保証会社も恐らく通らない 自分が借主では、保証会社 いたいところを遠回しに説
（本人談）
、ピアスだらけの の審査が通らないから、内 明するがなかなか分かって
耳に金髪で、さすがに面談 妻借主で申し込みたい、家 いただけない。が、さすが

した大家さんもびっくり！ 賃は、自分が受給する生活 に内妻の方が、気づかれ、
で組合からは、姿を消され 保護の住宅扶助からでると 「この物件、無理だよ」と

今度来訪するなら内なる

た方と思っていたが、まさ 再トライ。
借主でなくとも、 諭し、ようやくお帰りいた
かの再訪。今回は、車椅子 住宅扶助がでるのか？。市 だけた。

??

無しでスタスタ歩いてやっ 役所に問い合わせると出る

てきた 先回は、足を切 とのこと 。特例 。う～ 壁に気づき乗り越えてか
断するやもの持病のため車 ん、なかなか策を練ってき ら、お越しやす。

椅子必須とのことだった たな、とこちらも、押され

??

▲豊田市福祉センターの外観

室がある場合）
ためにも、住宅用火災警報
︱ 豊田市成年後見支援センター設立 ︱ ノートの作成の講習会の件 守るために、必ず設置して
３．台所
器の設置率１００％を目ざ
ですが、今、ベースはでき 維持管理をしましょう。
住宅用火災警報器の設置 したいですね。
電池切れの場合警報器が
平成 年 月 日に、豊 談をするケースとしては、 ているとの事。より使いや
１
住宅用火災警報器につい
田市成年後見支援センター 高齢になり、施設や病院に すいものにするために、関 「ピッ」と一定間隔で鳴る 率は平成 年度は６３．
が、豊田市福祉センター内 入ることになったので後見 係機関と話し合って準備中 場合は電池切れです。電池 ％でしたが、平成 年度に てのご相談は…

▲豊田市成年後見支援センターの窓口

交通の案内
電車のご利用：名古屋鉄道三河線「上挙母駅」から徒歩10分
愛知環状鉄道「新上挙母駅」から徒歩15分
バスのご利用：豊田市駅西口5番バス乗り場
「豊田市福祉センター行き」
おいでんバスに乗車
「豊田市福祉センター」下車
車のご利用：無料駐車場あり

に設置されました。

アパート経営を父

当支援センター長の永井 とか。

広明さんと支援センター係

長の山下智美さんにお話を 親がやっているが、

最近判断能力が悪く

当支援センターは、最近 なった。後見人制度

伺いました。

お金の管理ができない、物 を使って息子さんが

忘れが多くなった等の判断 後見人になるという

能力が低下している人の相 事 例 が あ る そ う で

大家さんのなかに

談と受付け、専門職と連携 す。

し解決にむけて支援してい

きます。また、後見人の方 は、一人ぐらしの入

って、最近様子がお

の相談支援も行っていきま 居者の人が高齢にな

設立されて日も浅いです かしいと思う人が見

す。

◆火～土曜日の午前8時30分～午後5時15分まで
◆日、月、祝日、年末年始はお休みです。
◆相談は無料です。

件の相談を受けていま に相談して下さい。

〒471-0877 豊田市錦町1丁目1番地1（豊田市福祉センター内）
TEL 0565-63-5566 FAX 0565-32-6011
Eメール s-shien@toyota-shakyo.jp
受 付

が、すでに新規相談として えたら支援センター

す。新たに当センターに相 一人ぐらしの人でも

48

❖豊田市成年後見支援センター❖

第 119 号 （3）

15

●●
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
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

●●
東海建物株式会社
●
東海建物株式会社
東海建物株式会社
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

●●
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
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）

本本本

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

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

検検検
索索索

平成29年10月25日

共 同 住 宅 あ い ち

第 119 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）
TEL
（052）
931‑3000
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₁－₁
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 29）
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

