LP

.E

D ‑2 TYPE
D ‑1 TYPE
D ‑1 TYPE

O TC

C

＝総 会 後 第１回研 修 会＝

第 回定時総会 開催

（公社）愛 知 共 同 住 宅 協 会



た。議長選任で稲嶋修身副
会長が選ばれ、議長席に付
いた。
平成 年度事業報告、監

議事及び報告事項
査報告、収支決算承認の件
平成 年度事業計画、収

（議案第１号）

各議案について、事務局

支予算報告
の説明の後審議し、すべて
審議の後、寺西むつみ理

可決承認された。
事の挨拶に続き、福岡銑二
顧問によるお礼の言葉で締
めくくった。

～愛知県からのお知らせ～

第

回通常総代会開く

名古屋市
居住支援協議会
設
 立総会に出席

23

鈴木和彦常任理事選任

周 年 記 念 式 典・定 時 総 会

ちんたい協会

設立


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
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-3651

ベターマーク
認 定 業 者

TEL 052-884-8525

東海担当

企画開発事業本部

公益社団法人愛知共同住 古屋市東区上竪杉町のウイ した。
28

5

30

れている例もあります。
平成 年 月 日（火） 第１号議案 平成 年決算 第５号議案 役員改選の件
◆ＰＣＢ使用製品が確認さ
報告事項
れた場合は、届出等が義務 東京都港区の明治記念館に 報告及び承認の件

名古屋市熱田区三本松町8-13

TEL：052-324-8488

平成 年 月 日（水）
午後 時 分より、名古屋
市役所において、
「名古屋
市住宅確保要配慮者居住支
援協議会」が開催された。
住宅セーフティネット法
に基づいて設置された協議
会で、高齢者や障害者など
住宅確保要配慮者・民間賃
貸住宅の賃貸人に対する情
報提供等の支援、住宅確保
名古屋市共同住宅経営者協同組合
要配慮者の民間賃貸住宅へ
の円滑な入居促進や居住の
安定方策等を行う。
出席者は、名古屋市（住
名古屋市共同住宅経営者 集、経営相談など、アパー 収方法決定の件
宅部局のほか、福祉、子育
協同組合（佐藤純雄代表理 ト・マンション経営に役立 第５号 借入金残高の最高
て、国際交流）
、不動産関
事）は、 月 日（月）名 つ事業を展開しています。 限度及び一組合員に対する
係
団
体
、
居
住
支
援団体、公
古屋市東区上竪杉町のウイ 小さくても、キラリと光る 貸付金残高の最高限度額決
的
住
宅機関等。
（公社）愛
ルあいちで第 回通常総代 組合です。支えあって、満 定の件
知
共同住宅協会も出席し
会を開いた。
室経営を目指しましょう」 第６号 役員改選
た
。
佐藤代表理事は「組合で と挨拶した。
会議では、会則及び役員
《新役員》
の選任（杉本愛住協理事が
は、ネットワーク業者と連
続いて、梅村忠直議長で 代表理事 佐藤純雄
副会長に選任）に続き、名
携し、工事の取次、空室募 議審議を行い、全議案が満 理事
福永洋子
古屋市住宅確保要配慮者専
場一致で可決された。
岩崎征一
用賃貸住宅補助事業、専門
ありません。共同住宅の場 議案
滝 洋子
部会の設置について審議さ
合は、
共用部分
（階段、
廊下、 第１号 平成 年度事業報
鈴木和彦
れた。また、栄地下街「住
駐車場など）の照明器具に 告及び収支決算報告の件
杉本みさ紀
まいの相談コーナー」で愛
可能性があります。
）照明 第２号 平成 年度会計監
鈴木晶博
住協が協力して実施中の民
器具のラベル、安定器の銘 査報告並びに承認の件
山田鉦夫
間賃貸住宅入居相談に寄せ
板で判別できます。
第３号 平成 年度事業計 監事
大口雅章
られた高齢者、障害者、生
吉川 忍
活困窮等の事例を参考に意
見交換も行った。
◆処理の委託をしなければ や電気工事業者等に依頼し

変圧器や照明器具の安定 在使用中のものも含めて早 ◆銘板等の確認は、感電や 画案、収支予算案承認の件
器などには、ＰＣＢ（ポリ 期に処理を委託する必要が 高所からの落下のおそれが 第４号 経費の賦課及び徴
塩化ビフェニル）が使用さ あります。
あるので、電気主任技術者

れたものがあります。

平成 年３月末まで
平成 年３月末まで

▽安定器及び汚染物等

〒456-0032

講師：名古屋市市民経済局地域振興課

ＰＣＢは、昭和 年に食 ならない「処分期間」
てください。※使用を止め
用油に混入し健康被害を発 ▽変圧器・コンデンサー等 たものが、倉庫等に放置さ
生させたカネミ油症事件の

年で処理を終了し、施設が

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

名古屋支店

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

TEL 0532-53-1186

第１部 「町内会・自治会加入促進について」

49

（一般家庭 ＣＢ廃棄物対策」をご覧く
ます。それまでに処理しな 性があります。

謝状が贈呈された。

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

豊橋市前田町二丁目1-23

会

28

49

司会は鈴木晶博理事。鈴
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 月 日（月）名 ムで第 回定時総会を開催 木和彦副会長が開会を宣言
し、梅村会長が挨拶を述べ
5

変圧器や照明器具などの
ご確認をお願いします


30

30

1

29

〒440-0814

講師：松葉民樹氏

社）愛知共同住宅協会に感 西日本豪雨
お
 見舞い申し上げます。

30

店

協会事務局

申込み

29

本

〒453-0015 名古屋市中区栄3-17-17 エイブルビル

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

平成30年８月18日（土）
13：30 ～ 16：20（受付13：10 ～）
場 ウインクあいち 1203号室

くなります。そのため、現 ＰＣＢが使用されたものは （愛知県 ＰＣＢ で検索）〈定時総会議事〉

ければ事実上、処理できな 用の蛍光灯等の安定器には ださい。

49

株式会社エイブル

愛知県知事（般24）第23444号

第2回研修会ご案内

製品は、政府が全額出資し ◆高濃度ＰＣＢ使用製品で 付けられていますので、速 て、千代田区の（一財）自 第２号議案 平成 年度監 平成 年度事業報告、平成
（ 公社 ） 査報告及び承認件
年度事業計画・収支予算
て設立した「中間貯蔵・環 あるか否かの判別
やかに所管の県又は市の担 由民主会館にて、
役員改選で三好修会長が
境安全事業株式会社」通称 ▽変圧器等 銘板で判別で 当課までご連絡ください。 全国賃貸住宅経営者協会連 第３号議案 定款変更承認
再選、鈴木和彦愛知県賃貸
ＪＥＳＣＯ ジ( ェスコ が) きます。
◆判別方法や連絡先など詳 合会（ちんたい協会）設立 の件
周年記念式典・第 回定 第４号議案 会費規程変更 住宅経営者協会会長は、常
処理していますが、あと数 ▽照明器具の安定器 昭和 しくは、愛知県のＷＥＢペ
承認の件
任理事に選任された。
年３月までに建築された ージ「ポリ塩化ビフェニル 時総会が開催された。
記念式典において、
（公

現在、高濃度ＰＣＢ使用

原因物質です。

50

22

国土交通大臣免許番号(5)第5338号

外壁・塗装・防水工事

29

29

5

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

第２部 「そうだったのか!不動産投資」

50

勝彦

山田

不動産投資の基本から出口戦略まで
・不動産投資とは?
・不動産の特長と人口戦略
・利回りについて
・NOI（ネット・オペレーティング・
インカム）
とは?
・お金の知識（Fainancial Literacy）
・レバレッジ
（てこの原理）
について
・損益分岐計算
・アパート・賃貸マンションの 
経営リスク
・出口戦略
30

42

閉鎖されることになってい 建物に使用されている可能 （ＰＣＢ）使用製品及びＰ

52

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

アイチ畳内装株式会社

（不動産コンサルティングマスター）

30

43

愛知県知事許可
（般‑18）第33293号

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

内装工事一式

き

と

5

29

30

34

33

29

変圧器
コンデンサー

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。

42

安定器

公益社団法人 愛知共同住宅協会

第 122 号

第 122 号 （1）
共 同 住 宅 あ い ち
平成30年７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

た。

◆

契約を解除できる。
⑩理由なき書面は作成しな

する
（メモ、録音、ビデオ 後で、改めて対応する。
カメラ等）
。

《暴力団等反社会的勢力に ⑦対応時間を明確に区切る い
（わび状や念書など）
。
対する対応》（可能な限り短く）
⑪
（組織の場合）
トップに対
。



◇基本的心構え
⑧言動に注意する。
「申し 応させない。即答を迫られ
・毅然とした態度
（恐れな 訳ありません」
「検討しま ることを避ける。

賃借人が暴力団関係者 ④湯茶の接待はしない。
続いて、井上部長から、 と判明したとき、物件を暴 ⑤相手より多めの人数で対

術は参加者を引き付けた。
不動産業界の暴力団排除の 力団事務所として使用した 応する。役割分担も決めて
現状、平素からの反社会的 とき、暴力団関係者が居住 おく。
勢力対策、不当要求に対す していたとき等、無催告で ⑥対応の内容を詳細に記録

藤純雄氏が議長に選出さ
れ、議事進行した。

❖
会も大好評。パワーを充填
美味しい料理に舌鼓を打 し、お土産を手に散会した。

ちながらの懇親会では、組

（ケース検討会の実施）
の
平成 年 月 日
（月）
、画

東警察署からのお知らせ
愛知県内では夜間、店舗や事務所を狙った侵入盗被

店舗や事務所を狙った侵入盗被害が多発
害が多発しています。

☆できることから対策をお願いします！

「堀川まつりのお話」
、村瀬

ＰＲタイム、倉知啓氏の

実際に花火を使用する際には、次のことに注意してください。

きますが、花火の原料は少量とはいえ危険性の高い火薬が入っていますので、

夏の時期になると、コンビニ等にも陳列され、手軽に買って遊ぶことがで

に繋がりかねません。

夏の風物詩である「花火」ですが、取り扱いを誤ると火事や火傷等の事故

花火による火事及び事故に注意

東消防署からのお知らせ



これら事件の特徴は、夜間、複数の犯人が車で乗り
自己紹介タイム」
。
熱田アパート組合
（山田 務報告の件
付けて、窓ガラス、出入口ドア、勝手口を破壊して侵
自分の物件の現状を話す
鉦夫組合長）
は、平成 年 第２号議案 平成 年度会
入し、金庫、机の引出し等を物色したり持ち去ろうと
と、つい悩みがポロリ。そ
月 日
（土）午前 時よ 計報告並びに承認の件
するものです。
り、中区新栄１丁目の木曽 第３号議案 平成 年度会 れが聞く人をさりげなく勇
この機会に、左記のポイントを参考に危険個所の点
「みんな同じ悩み
路瓦町店で、平成 年度総 計監査報告並びに承認の件 気づける。
検と対策に努め、被害の未然防止をお願いします。
「へえ、そ
会・懇親会を開催。組合員、 第４号議案 平成 年度事 があるんだなあ」
【犯人に犯行を断念させるためのポイント】
んなこともあるんだ」とい
ネットワーク業者ら約４０ 業計画について
○ 店舗・事務所内に現金を保管しない
第５号議案 その他の件
う話も。みんなの話を聞き、
名が参加した。
○ 現金
 を金庫に保管する場合は、持ち出されないた
全ての議案が満場一致で 「来て良かった！」
と思う。
司会は竹味謙一氏。大口
めの固定や破壊されない工夫
雅章氏が開会宣言し、山田 可決された。
お楽しみ空くじなし抽選
○ 機械警備の導入と窓・出入口等開口部の強化
19

合推進事業大家さんの表
議事
第１号議案 平成 年度庶 彰、火災共済加入案内、ネ
ットワーク業者
（ミニミニ、

哲郎氏の
「地元の名品・紅白

～ 注 意 事 項 ～

千代田工業、花田工務店）

かまぼこのお話」
があった。

③ 子供だけではなく、大人と一緒に遊ぶ。

② 周囲に燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ。

① 気象条件を考え、風が強いときは花火を使用しない。
挨拶に続き、愛住協杉本理

地元熱田区選出の公職者
事は
「大家さんを取り巻く

④ 説明書をよく読み、注意事項を必ず守る。
（東消防署予防課 ☎９３５︲０１１９）

⑤ 水バケツ等を必ず用意して、遊び終わった花火は必ず水につける。



〈リニューアル紹介〉

北区Ｓ造８階建Ｈマンション

―施工― 千代田工業株式会社

北区Ｓ造８階建Ｈマンシ

ョン外壁塗装改修工事。

３月 日から着工し６月

北区平安通りの地下鉄駅

末日に完成しました。

上に建っているマンション

です。

外壁はＡＬＣ下地にタイ

ル張り仕上で打診検査を念

入りに行い浮きタイルはす

べて研り新しいタイルに張

り替え后高圧水洗浄及び薬

品洗浄を行いさらにシリコ

ンクリヤーを全面に塗装を

しました。

安心・信頼・満足をお約束する

（公社）愛知共同住宅協会

第１回研修会 ～ 不当要求防止責任者講習～

月
・早期解決を優先しない。

を視聴した。講 束はしない。侮らない。
講師は、愛知県警察本部 てきた！」

（住所・所属・氏名・電話番号

安易な妥協はしない。
◇具体的な対応
（有事）
○ 東区孤立死防止地域支援 会では、平成 年度の事業
①落ち着いて、相手方を ネットワーク運営協議会開催 報告、平成 年度の事情計

東区の地域連携

い、弱みを見せない、挑発 す」
⑫機を失せず、警察に通報
は使わない。
名が参加し る対応方法について学んだ しない）
（相手が不法行為に及
⑨相手方の要求に即答や約 する
後、ビデオ
「暴力団がやっ ・誠実に対応。できない約 束をしない。方針を決めた んだら、すぐ 番）
。

◎賃貸借契約書には「暴力団排除条項」
◎反社会的勢力に対応するときの対処法

年

（公社）愛知共同住宅協 し、会員ら
会では、平成
日
（月）
午後 時より、ウイ

◆

１１０

29

30

5

～「参加してよかった！」の声、

そのわけは・・～

ルあいちセミナールームに 組織犯罪対策課 岡村政輝 師は、
「困ったら、気軽に
て、第１回研修会
「不当要 警部補、
（公財）
暴力追放愛 警察や県民会議に相談して
求防止責任者講習」
を開催 知県民会議 倉知孝事務局 下さい」
と、心強い言葉で
次長、井上信一講習部長。 締めくくった。
岡村警部補の講義では、
7

30

2

32

確認する。
東区役所にて、東区孤立死 発表があった。また、区内
暴力団等反社会的勢力の情 《賃貸借契約書の暴力団等 等）
勢、暴力団の取締り状況、  反社会的勢力排除条項》 ②用件を確認する。代理人 防止地域支援ネットワーク の見守り活動を紹介し、今
反社会的勢力とは何か の場合は委任状を確認する。 運営協議会が開催され、（公 後に向けての参加団体の孤
暴力団対策法の概要、暴力
愛知共同住宅協会鈴木 立死防止活動への意識の高
（表明確 ③自社の応接室などこちら 社）
団排除条例の概要について を明確に記載する
。 に有利な場所で対応する。 晶博理事が出席した。協議 揚が図られた。
学習した。講師の拓みな話 約書の差入が望ましい）

5

28
組合長が挨拶を述べた。佐

5

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

30

最近の状況報告」
を行った。
❖
そして、好評の
「組合員

15

29

29

30

30

11

29

29

定時総会・懇親会
熱田アパート組合

第 122 号 （2）
共 同 住 宅 あ い ち
平成30年７月25日

回総代会開催

豊田市アパート協同組合

第
～時代の流れと共に歩む～

豊田市アパート協同組合

新役員氏名（敬称略）

れた。

され、稲嶋理事長が再選さ

総代会後、役員会が開催

水野勝彌

成田 豊

松井一也

川﨑省治

月 日午後 時から、

役員・支部長
合同会議開く

西川正敏（副理事長）
前田達英

竹尾文典

鈴木修司
出席は、稲嶋理事長は

支部長合同会議を開いた。

組合事務所会議室で、役員

理事 稲嶋修身（理事長）
岡田正一

大家さんにとって、今日
松永敏夫

石川信治
名が出席。

じめ、役員、各支部長ら
議題は

監事 川村信久

・今後の組合運営について

２０１８年９月下旬に、本

社を構える豊橋市で㈱花田工

務店設計施工で企画商品の健

康戸建賃貸住宅
『炭家』
計５棟

当建物には、天井に健康調

が完成します。

湿木炭
“炭八”
を敷き詰めてお

り、調湿 消･臭 断･熱 防･音効

果が期待されます。
『炭』
によ

って入居者の健康を支えるこ

とを可能とし、夏は涼しく、

冬は暖かで、省エネ効果も抜

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

永田之保

33-2468 ㈹

回通常総代会が、平成 年 たいと挨拶し、組合員の協

群です。また、医学会も注目

外壁・塗装・防水工事

・賦課
 金徴収及び配当金配

052-795-0709 ㈹

顧問 福岡鉄二

名古屋市守山区小幡南2-3-25

次に永田之保氏を議長に

千代田工業株式会社

月 日（火）午後 時か 力に感謝の言葉を述べた。

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

ら、豊田市錦町 丁目の豊

するアトピー性皮膚炎や気管

0566-76-0125

田市福祉センター 階会議 選出し、議案審議に移った。

支喘息予防が期待されており

ます。オーナー様のメリット

安城市三河安城本町2-1-10

布について
続いて豊田警察署生活安
全課、長谷昭次氏、豊田市 ・第  回通常総代会議案書
配布について

（株）花田工務店西三河営業所

消防本部予防課、松井利佳

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

第 号議案 平成 年度事

0564-55-4721

室で開催された。

も多くあるので、気になった

岡崎市竜美南1-1-29

稲嶋理事長は、今年度は 業報告、財産目録、貸借対

建築一式（アパートの新築、増改築、リフォーム）

方は是非お問い合わせを。

45-5336

氏、豊田市役所福祉総合相 ・その他
談課、中野将氏が挨拶した。 「新役員等の名簿の配布」
第 号共同住宅あいち
最後に、福岡鉄二顧問
ーフティネット住宅 」

豊田市四郷町与茂田14-1

収入が大幅に増えたため、 照表、損益計算書の報告、

制度に関するチラシ「ア

造園、管理

配当金を３％から５％に増 並びに剰余金処分案承認の

って運営に努めていただき

パートの外壁塗装、防

45-0032

新聞
 （４月 日号）「セ

たい。組合員の皆さんには、

水工事に関する業者Ｐ

豊田市青木町3-66

が、今後も役職員一丸とな

組合の活用とご支援をお願

Ｒチラシ」配布

浄化槽保守点検、浄化槽清掃、修理、工事一式

件

いしたいと閉会の挨拶があ

45-0676

やす。

った。

（シリーズ）

組 合 窓口ト ピックス
大家さんは、営業マン

また、ネットで簡単に検

豊田市越戸町下能田219

アパート経営を順調にや 第 号議案 平成 年度事
っていくには、どんな事も 業計画及び収支予算案承認
気軽にアパート組合に相談 の件
第 号議案 平成 年度経

総代会終了後、研修とし 費賦課金及び徴収時期方法

各議案について満場一致
で全て承認された。

今時は、分からないこと は、２千円も（？）さげた
検索！です。アパート探し

があれば、まず、ネットで のに、と思っていてもです。
もしかり。不動産賃貸サイ 索できる分、ヒットした数
家賃、設備や環境条件を入 見学申し込みを得るハード

トにアクセス、希望地域、 あるライバル物件の中から

実、問い合わせはあっても、

力すればたちどころに該当 ルが高くなってきます。事

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

が有意義な日であったとし

入居

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

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

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

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

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

●●
東海建物株式会社
●
東海建物株式会社
東海建物株式会社

本本本

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

して欲しい。
て「住宅セーフティネット」 決定の件
り説明してもらう予定にな

のしくみを、県の担当者よ 第 号議案 役員選挙の件
っています。

♢総代会後研修会 ♢
「住宅セーフティネット」 支援法人等によって入居者
とは、住宅確保に困ってい の確保がしやすくなる。入
者、障害者、子育て世帯等 や問題も解決でき、解決や

る低所得者、被災者、高齢 居前、入居後における不安
と、賃貸住宅の空き家・空 サポートが受けられる場合

その中に希望物件があれ なかなか見学にまで至らな

物件が表示されます。

ば、業者を訪れて見学へ、 い、見学しても入居が決ま
と進みます。よって、家賃 る割合も低くなってきてい
こうした現状から、
「現

建築工事一式（アパートの新築・増改築・リフォーム）

松 井 建 設 工 業（ 株 ） 豊田市陣中町2-20-1

き室を持っている大家さん がある。
このようなメリットを受

重要なポイントとなってき

をいくらにするかは、大変 る傾向にあります。

21-0031

ユ タ カ ノ 工 業（ 株 ） 豊田市上郷町4-3-3

32-3523

ホ ー メ ッ ク ス（ 株 ） 豊田市錦町1-95

をつなぐ制度です。

現在の登録状況は全国で

することが必要です。

平成 年 月からスター けるには、まず住宅を登録
トしました。
大家さんのメリット と

ます。入居が決まらないか 状入居 」に拘らず、見学

大工工事、建具、内装、水まわり、改装等各種工事

大和ハウス工業（株）岡崎支店

しては登録した空き家・空 総登録件数 件、総登録戸

45-1413

（株）とよしょう工務店

らと４万５千円の家賃を したお客さんの要望があれ
イトの家賃の枠（大抵５千 もらうか、コスト増は困る

豊田市青木町25-4

園

４万３千円に下げても、サ ば受け入れて入居を決めて

クロス貼り、クッションフロア―、カーペット、カーテン

（ 有 ）猿 投 衛 生 社

き室は国土交通省が管理す 数 戸となっている。内訳
載され、広く周知すること 県 戸、鹿児島県 戸と続

円きざみ）としては４万～ と入居を見送るか、柔軟に

89-6464

築

る。専用ホームページに掲 としては大阪府 戸、岡山
いている。愛知県は今のと

４．５万の同じ枠にとどま 対応していく必要がありま

豊田市美里1-7-12

21

家賃条件で検索しているお かに捉まえるか、大家さん

（ 有 ）安 装 室 内 装 飾

2

ってしまい、４万円までの す。お客さんのハートをい

襖、クロス、障子、内装工事、建具直し、ガラス取替

12

客さんにはヒットせず、客 の営業マンとしての腕の見

32-2258

造

ができる。

メリット としては、入 ころ登録件数 件となって
居者受け入れにあたり必要 いる。
豊田市においても同様

を受けることができる。
（補 な制度を準備中とのことで

豊田市神田町1-6-7

30

な改修を行う場合は、補助

だ る ま 堂 表 具 店

業
話
電
所

（稲嶋修身理事長）の第

「民間住宅を活用した住宅セーフティネット」とは

6
52

層を広げることにはつなが せ所です。

畳製造販売、修理一式

村

50

25

29

30

30

320

0

121

1

2

3

4

806

81

す。創設された時には組合

32-0290

川

要配慮者
賃貸人
（大家）

3

助条件があります）

りません。大家さんとして

豊田市桜町2-65

建

所在地や家賃等を
情報提供
要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅として登録

5
メリット としては居住 員さんにお知らせします。

（ 有 ）伊 藤 畳 製 作 所

藤

居住支援
経済的支援

都道府県等

1

2

1

―設計・施工― ㈱花田工務店
住

後

88

10

2

3

種
業者名

52
29

29

〈物件紹介〉『炭家』光明町二丁目

組合維持管理指定業者
ご利用ください

52

第 122 号 （3）
共 同 住 宅 あ い ち
平成30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30年７月25日

共 同 住 宅 あ い ち

第 122 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

杉本みさ紀



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

栄町営業所

鈴木不動産

（株）

空室情報は
おはやめに

アパマンショップ

セントラルパーク店

東区東桜1︱3︱2桜ビル2Ｆ

ＴＥＬ 九六八︱一三〇〇

熱田店

11

エイブル

中区錦三丁目 ︱
ＴＥＬ 九五一︱五五六六
22

（株）

FAX 九六八︱一三〇一

熱田区神宮四丁目1︱1

中区大須三丁目九ー十八
ＴＥＬ 二六一︱五一〇〇

FAX 二六一︱五一〇八

FAX 九五一︱五五〇六

（株）

ＴＥＬ 六八三︱八二五一

サービス

（相談無料・原則予約制）

月２回
（原則第１月曜・第３土曜）
午後１時～４時
栄地下街
「栄市民サービスコーナー住まいの窓口」
予約受付電話：０５２－２４２－４５５５

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

ＦＣ金山駅前店

11

ホームメイト

16

フリー

7

金山店

13

アパマンショップ

㈲アクアネット
中区金山1︱ ︱
ＴＥＬ 三三九︱三九〇〇

熱田区金山町一丁目 ︱

FAX 三三九︱三九一一

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

FAX 三二二︱六二九三

21

26

民間賃貸住宅入居相談

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

名古屋市×
（公社）
愛知共同住宅協会

岩崎設計事務所

代表取締役

〒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

