共 同 住 宅 あ い ち

D ‑1 TYPE

C

共 同
住 宅

豊田市定住促進課

0565-34-6728

上記以外の市町村 愛知県住宅計画課

052-954-6568

こんな相談が寄せられます
～名古屋市・栄市民サービスコーナー
住まいの窓口「住まいの相談コーナー」
特別相談・民間賃貸住宅入居相談～

自宅が古く、
雨漏りがひどいが、
修理には多額な
費用がかかる。
安心して暮らせる
アパートを
借りたい。

平成 年 月 日（土）
、愛知県弁護士会館で開催された、

日弁連人権擁護大会プレシンポジウム「日本の住宅保障と若者

第１部は神戸大学大学院平山洋介教授の講演です。貧困から

の未来」に誘い合って参加しました。

抜け出せない若者、親の家に住んでいるから大丈夫と思いがち

ですが、それは一時的なこと、先を考えたら独立しなければな

らないのにできない現状。現在の国の住宅政策では、若者（低

所得・単身・借家住まい）は比較的軽視されています。このま

愛知県知事（般24）第23444号

9
8

D ‑2 TYPE

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

30

愛知県知事許可
（般‑18）第33293号

アイチ畳内装株式会社
山田

までは日本社会に重大な影響を及ぼしかねず、政策を転換し、

内装工事一式

第２部は、
パネルディスカッション。名古屋市住宅企画課は、

TEL：９７２－３１１８

住宅保障をより重視して欲しいと強く感じました。

問合：名古屋市市民経済局地域振興課

地方行政の立場から居住支援の促進の取組について報告されま

在作成中のポスターについても、会員様の管理するアパ
ート等の掲示板に掲示していただけたら幸いです。

した。エイブル栄店は仲介事業者の立場から、名古屋市仕事・

層のご協力を賜りますようお願いいたします。また、現

暮らし自立サポートセンター金山は、生活困窮者自立支援の立

会議では、住宅セーフテ

昨年度、貴協会と共同で作成したマンガをはじめ、会
員様には広報等にご協力いただいておりますが、より一

場からそれぞれ話をされました。ここは民間アパートの大家と

力をいただきながら、加入促進に取り組んでおります。

して力を発揮できる分野です。愛住協、アパート組合の会員と

％減少していることもあり、不動産団体の方々からご協

してできることから始めたいと思いました。

名古屋市では、つながりの希薄化や社会状況の変化な
どにより、平成30年度の加入率は72.4%と、10年で約10

「日本の住宅保障と若者の未来」
に

参加しました

（取材：加藤紀子・成田一千弘・武藤峰子）

21

「町内会・自治会加入促進リーフレット等」
の配布にご協力ください。

❖ 会員レポート ❖
愛知県弁護士会シンポジウム



9

（公社）
全国賃貸住宅経営者協会連合会理事会出席

平成 年 月 日
（金）
、

東京都中央区の全国賃貸管 ィネット法対応、西日本豪

理ビジネス協会本部事務局 雨、北海道胆振東部地震被

セミナールームにおいて、 災者対応等が報告された。

協会連合会理事
（・監事・支 役立つ
「災害ベンダー」
を推

（公社）
全国賃貸住宅経営者 同会は災害時の飲料供給に

部長）
会が開かれ、鈴木和 奨し、愛知は５台
（全国１

彦愛知県賃貸住宅経営者協 位）
の実績である。

会会長が出席した。

北海道胆振東部地震
お
 見舞い申し上げます。

30

の実態アンケート調査も提

年金だけでは家賃が払えず、
預金を取り崩しており、
将来が不安。市営住宅は
応募しているが当たらず、
民間で探したい。

だれもが
「住まい」
に困らない街をめざして

豊田市

名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会
入居促進・情報提供に関する専門部会 開催

0564-23-6880

3

名古屋市住宅確保要配 社団法人愛知共同住宅協会 課、障害者支援課、保護課、 栄での民間賃貸住宅入
。住宅 居相談事例を参考にした高
慮者居住支援協議会は、平 （梅村忠直会長）
も構成員と 子ども未来企画室）

岡崎市住宅課

8

金融支援機構もオブザーバ 齢者ケースの意見交換にお

岡崎市

23

日設立総会 して参加した。

0532-51-2604

援連絡会、仕 に係る意見交換・情報共有」 居住支援の数団体から
要配慮者の支援実績が紹介
事・暮 ら し 自 を行った。

豊橋市住宅課

「色々な
居住支援団体の
「最近多 され、仲介業者は

豊橋市

立サポートセ

名古屋市住宅企画課 052-972-2772

ンター、名古 人数世帯の相談が増加し、 支援の広がりは実感してい
のようなも
としつつも、
「それを全 ターの住宅版』
屋国際センタ ３～４人家族で５～６万円 る」
ー、県母子寡 の戸建借家希望の相談があ て理解し、大家に説明し説 のがあると、かなり機動的

名古屋市

との
との意見に、仲介事業 得することは、目の前のお に動くのではないか」
婦 福 祉 連 合 る」
「５～６万円の戸建 客様に部屋を付けることに 意見も出された。
会、県弁護士 者から
そのほか
「入居者情報シ
会）
、市 住 宅 ては賃料相場から外れる。 精一杯の営業担当には、現

連絡先

の活用や、大家等へ
という指摘 ート」
色々な条件を付すには、相 実的に難しい」

担当窓口

「戸建の場 があった。
事 務 局 は、 場意識が大事」

住宅の所在地

供給公社。

○登録・問合せ窓口
（住宅の所在地により窓口が異なります）

名古屋市
（ 住 合、要配慮者に賃貸する大 「 住宅に関することで、 案されるなど、充実した意
宅企画課、国 家のメリットは少なく、説 誰でも、どんなことも相談 見交換が行われた。
との実務的な でき、そこから振り分ける
際交流課、地 得しにくい」
という
『地域包括支援セン
域 ケ ア 推 進 意見が出た。

是非、セーフティネット住宅への登録にご協力ください。

居住支援協議会 設立総会（平成30年5月23日）

5

月

で、住宅の確保にお困りの方々と賃貸住宅の空き家・空き
室をお持ちの大家さんをつなぐ制度として、平成29年10
月25日より始まりました。

30

年

30

成

1

いて、仲介業者から
「金銭
において設置を決めた
「入
参加団体は、仲介事業 ー参加した。
居促進・情報提供に関する 者
（ニッショー、エイブル、 会議冒頭、部会長に杉 面は保証会社があるので問
ミニミニ）
、居住支援団体 本愛住協理事が選任され 題は少ないが、金銭以外の

セーフティネット住宅登録制度は、高齢者、障害者、
低額所得者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住
宅として都道府県・政令市・中核市に登録をいただくもの

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

専門部会」
を、同年 月

「居住支援 対応は身内が近くにいない
日
（金）
午後 時 分より名 等
（愛住協、市社会福祉協 た。事務局から
作成計画が 人は入居先確保が難しい」
古屋市役所にて開催、公益 議会、いきいき支援センタ ガイドブック」
「入居促進 と報告があった。
ー、市自立支 示され、続いて

セーフティネット住宅登録制度のご案内

また、平成30年7月10日から、セーフティネット住宅の
登録手続きに関して、その申請に係る添付書類が大幅に
簡素化され、より登録しやすくなりました。

発 行
編集室

LP

.E

（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 愛知共同住宅協会
D ‑1 TYPE

第 123 号

第 123 号 （1）

O TC

平成30年10月30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

「そうだったのか！不動産投資」
～研修会に参加して～



お気軽にお問合せください。

―施工― 千代田工業株式会社

のか、もっと上を目指せる

会員様向け
特別価格!!

のか、または逆に、どのく
らいだとあせらねばならな

♪♪♪

研修会

トリヴァンベール高針 大規模修繕工事

年度

東区高針 築

年

ション 所在地 名

鉄骨造 階建マン

【お問合せ先】トーエネック名古屋支店 フリーダイヤル 0120 – 859 - 108

修工事、前回施工し

で、今回 回目の改

ていない 廊下・階

段の床塗装やネット

フェンスも取替え

て、本日 月 日に

完成しました。

新築の様だとお客

様には喜んで頂きま

http://www.chiyoda-kougyou.net

いのか。

パナソニック 卓上１口
ＩＨ 100V コンセント
型式 HT-20HBA
オープン価格

した。

安心・信頼・満足をお約束する

「資産を守り、活用を成 い出す。
アパート経営はそれで
収益物件は大家さんに
功させたい地主様、アパー
とって、手塩にかけたこど
ト・マンションオーナー様 いいのかということだ。
大方の大家さんたちは、 もだ。親は無事生まれるこ
内容は
「土地活用とはな 住人と密な関係を持ってい とを願い、ちゃんと育つ喜

へ」
向けの講座。

〈リニューアル紹介〉

平成

「賃貸住宅の安心・安全・住環境の
向上」
をテーマに
 賃貸住宅オーナーが熱心に聴講

診てやらねばなら

こちガタがくれば

老朽化する。あち

ると思われる。お金だけが びをわかちあう。手がかか
んぞや」
という話。
「アパー らなくなったら ロ(ーンが
本賃貸住宅管理協会東
これから資産運用をし 一人歩きをしては
ー（ 後 援：国 土
はできないだろう おわったら な)んだかうれ
交通省・愛知県・ 海ブロック 東海ブロ たい人向けの基礎講座とし ト経営」
と言う事実。アパート経営 しい。でも、人間に寿命が
ック長）
ても聞くところは多い。
三重県他、当協
資産形成倶楽部からぞ
あるように、収益
「リ ーマンショック級の
会協賛）
」
に参加 ②
物件も年をとる。
するもので、当
「正しい投資をするんだ

うのイラストのついた冊子
バブル崩壊の可能性」
講師
 ：江面集三氏（株式会 をもらう。

社カスタマイト 代表）

ない。そして、減
価償却がおわって

０５２－７２２－２１６４
０５６４－５１－０８００

纐纈・石川
鈴木

☎ 尾張地区担当
☎ 三河地区担当

協会からは会
員、ネットワー
というシャレ。それな
民法改正やセーフティネ ゾウ」
ク業者が参加し
「投資」
に
た。当日は、熱 ット住宅相続支援など賃貸 ら受講者は真剣に
を燃やさなくては。
住宅施策等の最新動向、ま 「闘志」

からもよい子はさ
らに収益をうみ続
ける。しかし、も

松葉先生は
「 その先 」を

らない。
出口戦略として解説してく
れた。とても有意義な話だ

13

9:00 ～ 17:00
※土日祝日を除く

心な参加者で
冊子の最初のテーマは
席の会場はほぼ た、オリンピックを 年後
。今回の核で
満席となった。 に控えた現在の不動産市況 「不動産投資」
研修会は、（公 からリーマンショック級の ある。不動産を買って、売

ておきたい行政施策」

12.5

ト組合の会員である大家さ 件を持ち続けるのだが、ど ったとおもう。
んはひとつ重要なことを思 のくらいの収益で満足する
（熱田支部 加藤紀子）

１５３

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

講演する松葉民樹氏（8月18日・ウインクあいち）

うだめだ、という
財）日本賃貸住 バブル崩壊の可能性を含め って、儲けて、また買うと
「入
瞬間が来る。その
宅管理協会東海 た今後の動向予測など興味 いうはなしだ。だから
ためにある程度時
ブロック長の岡 深い多彩な内容となり、参 り口戦略 」が必要になり、
を考えて保有す
期が来たら人間で
本圭氏の開会挨 加者は講師の話に熱心に耳 「出口戦略」
いうところの終活
拶で始まり、次 を傾け、資料にメモを取 ることになる。そうすれば
に、
（公社）
愛知 り、研修後には会場から質 投資は成功するらしい。数 はスタートしてからがたい が必要になってくる。長い
字がそれを語っていく。松 へんなのよ、と言う声が聞 間、育ててきた子の、
「そ
平成 年 月 日
（日）
午 共同住
 宅協会の杉本みさ紀 問が相次いだ。
の先」
を考えてやらねばな

支部・三重県支部主催の
「賃

講師
 ：岡本圭氏（（公財）日

自転車盗発生状況について

東警察署からのお知らせ
１
２
３

４

５

１６６

パナソニック ビルトイン１口
三菱 ビルトイン２口
三菱 ビルトイン２口 日立 ビルトイン１口
ＩＨ＋ＩＨ 200V
ＩＨ＋ラジェント 200V ＩＨ 200V 型式 HT-20HBA ＩＨ 100V 型式 KZ-11C
メーカー希望小売価格 36,000円
型式 CS-G217BS
メーカー希望小売価格 60,000円
型式 CS-H217B
メーカー希望小売価格 168,000円 メーカー希望小売価格 138,000円

会員
の声

最後に、
（公社）
愛知共同 葉先生のお金の計算は速 こえてくる。
「ハロー！グッド
後 時から名古屋ダイヤビ 理事より
収益物件を持っている
ルディング 号館１２３会 コミュニティ（名古屋市の 住宅協会の鈴木晶博理事か い。銀行借入金を有効に活
議室で開催された研修会 町内会・自治会加入促進冊 ら締めの挨拶があり、研修 用する話などは神話にちか 人が正しく収益がだせるの
」
の紹介の後、テーマは、 会は盛況のうちに閉会し い。どんどん引き込まれる。 かどうかは永遠のテーマ
は、
（公財）
日本賃貸住宅管 子）
た だ、こ こ で、ア パ ー だ。収益がでているから物
理協会東海ブロック愛知県 ①
「変 わる賃貸経営と知っ た。
貸住宅の住環境向上セミナ

重点目標

１ 火災による死者発生防止対策の推進
２ 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
４ 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

３ 地域ぐるみの防火・防災対策の強化

23

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

2

東警察署の平成 年８月末までの自転車盗認知件数は、 件で昨年同期の 件から 件
（約 ％）の増加になっています。
愛知県内の認知件数（８月末累計）は、６，７８２件（昨年同期７，７５２件）で約 ％の減
少になっています。
場所別発生状況について
愛知県内の自転車盗の発生場所は、約半数（３，
２３９件）が駐輪場で被害に遭っています。
次いで住宅での被害が約 ％（１，
５８４件）となっており、自宅（マンション、アパート）
での被害が多く発生しています。
施錠状況
盗難被害に遭った際の施錠については、約４割（２，６６７件）がカギをかけているにも関
わらず、盗まれています。
被害防止対策
自転車は、自宅からも多く盗まれています。ツーロック
（カギを二つかける）
をしましょう。
また、長時間駐輪（曜日をまたいで駐輪する等）している自転車も盗難被害に遭いやすい
です。長時間駐輪する際は、ツーロックのほかに管理された駐輪場（有料駐輪施設等）を
利用しましょう。
30

東消防署からのお知らせ
忘れてない？ サイフにスマホに火の確認
こ
 れからの季節は、火を取り扱う機会が増え、空気も

乾燥するため、火災が発生しやすくなります。

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。

15

受付時間／月～金

80

秋の火災予防運動 （平成 年度 全国統一防火標語）
30

平成 年 月 日
（金）
～ 月 日
（木）
11

33

30

30

実施期間
9

3

28

11

2

30

10

1

30

10

2

問
 い合わせ先：東消防署予防課 ０５２・９３５・０１１９

8.5

第 123 号 （2）
共 同 住 宅 あ い ち
平成30年10月30日

豊田市アパート協同組合

頼りになる組合をめざして
～更なる組合利用を～
席をお待ちしております。

多くの組合員の方の出

だったと聞いております。

組合からのお知らせ 一．地域包括支援センター 等が予定されています。

の紹介
昨年会議に出席された大
平成 年 月 日（金）
午前 時から正午まで、豊 二．豊田
 市成年後見支援セ 家さんからは、出席して良
ンター事業について、 かった。とても役に立つ話
田市福祉センター 階会議

四．交流
 会・個別相談

事例紹介
室において、賃貸住宅関連
会社等とのネットワーク会 三．意見交換
議が開催されます。

〈物件紹介〉

Ａｒｒｏｗｓ（アローズ）

２０１８年９月末日に、名古

屋市西区新道 丁目で㈱花田工

務店設計施工の、鉄筋コンクリ

ート造６階建のオーナールーム

付き共同住宅
「Ａｒｒоｗｓ」
が

当建物は、オーナー様の
「地

完成しました。

域に若い人を増やし、地域の活

性化を図りたい」
「若い人が仲

良く楽しく過ごせる住まいを提

供したい」
という思いから、２

外壁・塗装・防水工事

役員会議開催

（シリーズ）

組 合 窓口ト ピックス
消えた入居者

052-795-0709 ㈹

「入 居者無料インター
四．
ネット」フレッツ光Ｎ

名古屋市守山区小幡南2-3-25

豊田市アパート協同組合

階と３階はシェアハウスになっ

千代田工業株式会社

ＴＴ全戸加入プラン

ております。賃貸住宅部分は、

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

は、
平成 年 月 日（水）

六月に従業員用のアパ 小限に抑えるため、一か月

0566-76-0125

全組合員配布

安城市三河安城本町2-1-10

に組合事務所において役員

１ＬＤＫが４戸、１Ｋが２戸あ

（株）花田工務店西三河営業所

その時法人様の担当者

ートを探している法人様よ 後退居に変更となった。
り連絡が入った。早速見繕

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

五．研修について

ります。今後も建物を建設する

0564-55-4721

平成 年度経理・入居斡

だけではく、建設を通して社

岡崎市竜美南1-1-29

会を開催した。

って紹介し、入居者本人達 から思わぬことを聞かれ

建築一式（アパートの新築、増改築、リフォーム）

旋の中間状況の報告が理事 愛知共同住宅協会共催

会、地域貢献が出来る仕事をし

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

（日本人の夫婦）も気に入 た。
「駐車場を借りていた

45-5336

月 日（日）
「平成

豊田市四郷町与茂田14-1

ていきます。

造園、管理

長よりあった。

―設計・施工― ㈱花田工務店

33-2468 ㈹

った物件があり、二日後に が本人達の車のナンバーは

45-0032

その後、左記の資料の配 年賃貸住宅の住環境向上セ

豊田市青木町3-66

組合では車のナンバーまで

浄化槽保守点検、浄化槽清掃、修理、工事一式

は契約完了。即日入居とな わかりますか？」あいにく

45-0676

った。

豊田市越戸町下能田219

ミナー」

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

この夫婦は遠方からの 申告してもらってないため
どうも消えたようだ。今

様で、豊田市の土地勘は全 「わかりません。
」
くない様子。職場には会社

21-0031

布があった。

組合員配布

の送迎車で通勤。たまたま になって入居者の免許証の
組合の管理物件で、他にも コピーを確認してみると、

大工工事、建具、内装、水まわり、改装等各種工事

一．あ い
 ち共同住宅新聞 場所 名
 古屋ダイヤビルデ
（ 月 日 号）全員 ィング一号館 会議室 全
配布
二．賃 貸

その他、組合研修につい
冊 子、 号
Life
周 年 記 て話し合った。
また、賃貸業においての金

45-1413

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

夏 号（ 設 立

念）役員、支部長配布

入居を希望してねばってい 裏面に住所変更の記録がび
たお客様がいたが、そのお っしり記載されている。わ
客様は家賃条件が合わず、 ずか一か月での転居の記載
組合としては招かざる方 もある。

誰かに追われているの
塗装工事は、手抜きしよ で、法人様で決まり、ほっ
建物が築年数を経てくる やがて補修が必要になるの （ ）給排水のメンテナン
か？ 常習的な行動……
うと思えば簡単に手抜きで とした。
と様々な補修が必要になっ を見込んで費用を積み立て スについて
のもつかの間、八月下
組合の窓口業務に携わ
建物が老朽化していくこ きる工事です。しかも良心
てきますが、それに対する ておかないと、いざとなっ
」 って丸十二年が過ぎようと
家主さんの対 て思わぬ出費にあわてるこ とに従い給排水管について 的な工事であるのか、手抜 旬 に「 今 月 退 居 し た い。
応には２種類 とになります。また適切な 修繕工事が必要となってき きなのかは、工事完了直後 との申し入れが入った。突 している私にとって初めて
補修時期を逃してしまう ます。工事には つの方法 は全く見分けが付かないと 然の退居のため敷金が戻ら の出来事。このご夫婦の顔

事が資料として配布された。

三．豊田
 市包括支援センタ 融庁の将来厳しい状況見通
ー よ り 全 組 合 員 配 しが掲載されている新聞記
布依頼

あります。

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

いうのが怖いところです。 ない事、通常一か月前に知 も覚えている。
一つは「ま と、建物や設備の劣化が進 があります。
年、 年経って、やっと らせることになっている、 今頃どこにいらっしゃ
だ ま だ 使 え んで機能を回復させること 〈更新工事〉
既設配管を入れ替えた 手抜きされたかな？と分か と説明。会社の負担額を最 るか？

豊田市青木町25-4

ユ タ カ ノ 工 業（ 株 ） 豊田市上郷町4-3-3

る」と補修を がむずかしくなり、定期的

先延ばしにし な修繕工事に比べて余分な り、引き直しをすることで るくらいで、一般の方には
て、後手に回 費用が必要になってしまい 新しい配管を設置します。 ほとんど分かりません。従 クレン作業（さび落とし） わります。
一般的に安い塗料は耐久
ってしまう場 ます。建物や設備のあちこ 新設なので ～ 年ほど利 って、防衛策としては信頼 では追い付かず、鉄骨部分
なるなど、後々の大きな支 クルも短くなります。価

の新しい付け替えが必要に 性が低く、塗り直しのサイ

料の主成分である樹脂の種 く、塗り直しのサイクルも

クロス貼り、クッションフロア―、カーペット、カーテン

大和ハウス工業（株）岡崎支店

出の原因になります。塗 格の高い塗料は耐久性も高

89-6464

（株）とよしょう工務店

合。もう一つ ちが故障したりサビてきた 用できますが費用、工事日 できる業者に工事を依頼す
は、実際に故 りして、年を追うごとに頭 数、断水日数などが長くな る以外にないのです。
塗装のタイミングは、一
障したり傷ん 痛のタネが増えてくる…… ります。
般的にはよく 年程度です

豊田市美里1-7-12

園

できたりする というのは修繕計画が後 〈更生工事〉

（ 有 ）安 装 室 内 装 飾

造

等により、汚れ防止効果や

襖、クロス、障子、内装工事、建具直し、ガラス取替

（ 有 ）猿 投 衛 生 社

長くなります。今は光触媒

果、空気浄化と遮熱効果の

32-2258

村

カビや藻の発生を抑える効

豊田市神田町1-6-7

川

既設配管内に合成樹脂の が、塗膜の劣化は風雨の当 類により適用箇所、耐久
前に、先手で 手に回っている状態なので
計画的な補修 す。それによって賃貸経営 ような液体を流して塗膜を たり具合や太陽光など周り 年数が変わってきます。例
を行う場合で に不安を感じる家主さんも 形成する方法が主流です。 の環境によっても進行具合 えば一つの建物でも南面と
更新工事に比べ費用、工事 が大きく違ってきます。劣 北面、床の状態、隣家の建

だ る ま 堂 表 具 店

14

4

30

ここでは、給排水、塗装、 日数、断水日数が削減でき 化の進行サインは色あせや 物、樹木の陰、交通量など ある塗料も商品化されてい

畳製造販売、修理一式

築

123

10

5

種

10

出てきます。

32-0290

建

2

40

業

52

このどちら

豊田市桜町2-65

藤

す。

（ 有 ）伊 藤 畳 製 作 所

後

20

話

50

12

8

電

1

2

所

26

122

かを選ぶかに 消防設備、外構のメンテナ ますが、耐用年数が短く長 防水性能の低下など、美観 の外的環境の違いによって ますので、見積もりに商品
よって、建物 ンスの必要性とポイントに 期利用が期待できません。 ばかりでなく建物の寿命に 紫外線、風通し、湿気など 名が記載されているか注意
が違い、塗料の劣化、埃、 が必要です。
の寿命や老朽化の進行度合 ついて、 回にわたって説 （ ）塗装のメンテナンス 大きな影響を与えます。
について
鉄部の錆は進行すると、 コケ、カビ等の付き方が変
は大きく変わってきます。 明します。

住

30

9

25

2

業者名

28

2

組合維持管理指定業者
ご利用ください

30

30

7

メンテナンス特集

建物

3

第 123 号 （3）
共 同 住 宅 あ い ち
平成30年10月30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10月30日

共 同 住 宅 あ い ち

第 123 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

経 営 相 談

会員
募集
中

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

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

株式会社

不動産管理・企画運営

☎052-722-2164

新築・リフォーム工事

TEL
（052）
931‑3000

名古屋市東区泉二丁目15番20号

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

消火器
消防・消火設備

TEL. 052‑805‑5222

ISO9001 認証取得

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 5-111
TEL 052-419-5888
FAX 052-419-5887

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

中村パークビル1階

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

http://mimamori-oya.jp/

名古屋市港区船見町1−42

つ



空室募集は

おはやめに

エイブル

（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

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

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

４

（株）
熱田店

熱田区神宮四丁目1︱1

ＴＥＬ 六八三︱八二五一

サービス

FAX 六八三︱八二五四

1

賃貸住宅

︱

FAX 八八四︱四一四七

25

金山店

熱田区波寄町

フリー
〇一二〇︱一一︱四一四六

ホームメイト

11

ＦＣ金山駅前店

16

（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
ダイヤル

7

アパマンショップ

13

金山店

㈲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 ︱

ＴＥＬ 六七八︱七七二〇

FAX 三三九︱三九一一

ミニミニ

熱田店

ＴＥＬ 六八二︱三八二二

熱田区神宮三丁目９︱

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

ミニミニ

︱

名古屋市共同住宅
経営者協同組合

ＴＥＬ 三二四︱八四八八

中区橘1︱

︱9

金山店

中区金山一丁目

店

FAX 三二四︱八三八八

港

︱

アパマンショップ

東海通三丁目

ＴＥＬ 六五九︱七一〇〇

FAX 六五九︱七一〇七

ＴＥＬ 三二二︱六二九一

FAX 三二二︱六二九三

セントラルパーク店

アパマンショップ

東区東桜1︱3︱2桜ビル2Ｆ

ＴＥＬ 九六八︱一三〇〇

FAX 九六八︱一三〇一

1

FAX（0565）77-3898

18

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

〒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

21

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

杉本みさ紀

26

おお や さん

（受付：平日午前10時～午後4時まで）

株式
会社

14

ぐ

0120-279-083

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

TEL（0565）77-7052・6700

な

ヘルプライン：

TEL052−612−5916

▪弁 護 士

建設業許可 国土交通大臣（般-25） 第25250号

見守り大家さん

リニューアル…永く、美しく、柔らかく

外装・防水・塗装

光クリーン工業

有限会社

（公社）
愛知共同住宅協会
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

有限会社

名古屋市天白区平針南一丁目2114番地

水まわり設備

