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ハトマークあいち

■ 平成２６年 新年会開催

伝統産業のあるまち「碧南・火力発電所」

■ （公社）愛知県宅地建物取引業協会 理事会開催



■新入会員名簿

■お問い合わせ先
　碧南火力発電所　　　ＴＥＬ：０５６６－４８－５５８１
　見学のお問い合わせは ＴＥＬ：０５６６－４１－８５００

「碧南・火力発電所」
（碧南市港南町）

伝 統 産 業 の あ る ま ち

中部電力の碧南火力発電所は衣浦湾に面し、主要設備に
は三河湾の青い海に浮かぶヨットをモチーフにしたデザ
インを施し、色彩面での環境対策にも配慮されています。
名古屋ドーム４０個分に相当する広大な敷地に、ボイラ、
タービン、発電機や、貯炭場、灰捨地、環境設備等の石
炭火力発電所特有の設備が配置され、石炭火力としては
国内最大、世界でも最大級の出力４１０万ｋＷの火力発電
所で、小グループや団体向けに見学ツアーも行っています。

今月の表紙

インフォメーション

■不動産キャリアパーソン

■津島市内の開発許可等の事務について

■宅建マイスター養成講座始動！

■愛知県住宅供給公社よりあっせん対象住宅等について

インフォメーション

■愛知県社会福祉協議会へ「フラワーマルシェ」の入場券を寄贈

■開業セミナー開催

マンスリーレポート

■平成２６年　新年会開催

■（公社）愛知県宅地建物取引業協会　理事会開催

■（公社）全国宅地建物取引業保証協会愛知本部　幹事会開催

マンスリーレポート

ハトマークあいち ２０１４年４年３月号月号２０１４年３月号

建築住宅着工統計概要（平成２５年１２月分）
●新設住宅の着工戸数を利用関係別でみると、
対前年同月比で持家は１.１％減（２,０２７戸）、
貸家は０.３％減（１,７８０戸）、給与住宅は
９４.５％減（６戸）、及び分譲住宅は１.１％増
（１,４４１戸）となった。

●建築物の着工床面積を用途別でみると、対前
年同月比で居住用は２.１％減（５２３,８９７ｍ２）、
非居住用は１５.９％減（３３１,１２４ｍ２）となり、
全体では、８.０％減（８５５,０２１ｍ２）となった。
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宅建業者名簿登載事項に変更があ

ったにもかかわらず、これを怠り、

免許更新時に申請書と一緒に変更

届を出す方がいらっしゃいますが、

これは、宅建業法第９条違反にな

りますので、変更はその都度届出

るようにお願いします。

支部への更新書類提出の際は必

ず会員証用写真（撮影後３ヵ月

以内）を併せてご提出下さい。

免許の更新手続きは有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に ■ ■ ■ ■ ■ 注意 ■ ■ ■ ■ ■

免許更新の手 続きはお早めに！

　免許の更新手続きは有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に、

申請して下さい。免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、

　　新たに免許申請をしても分担金の供託が完了するまでは数週間かかりま

　　すし、それまでは宅建業ができません。

　　新規免許申請手続きとなりますので免許番号が（１）に戻ります。

　　新規入会者同様の入会手続きが必要となりますので、再度、入会金等の

　　費用がかかりますので、充分ご注意下さい。

※支部によっては、免許更新のご連絡がある場合もありますが、免許更新は

　本人の責任のもと行う手続きですので、今一度、免許の有効期間満了日を

　ご確認の上、手続きをして下さい。

※更新手続き後、支部へ免許権者への提出書類一式の写しをご提出頂いてお

　りますが、添付書類のうち、宅地建物取引業に従事する者の名簿につきま

　してもご提出頂きますようご協力をお願い致します。



　木全紘一副会長による開会の辞により始まり、

山田美喜男会長、伊藤博全宅連会長による挨拶

の後、渡辺秀樹国土交通省中部地方整備局副局

長より「昨年を振り返りますと、中部圏におい

ては災害に強い道路機能の確保を目的とした熊

野尾鷲道路の開通、名古屋都市圏の発展ととも

に歩んできた名古屋高速道路の全線開通など防

災・経済・観光の面で大きな影響をもたらすイ

ンフラの整備が行われました。地価についても

名古屋市内の高度利用地区が２期連続で上昇す

るなど、好調な輸出産業に牽引された形で全国

的にも注目を浴びている地域となっています。

また、昨年は２０２７年にリニア中央新幹線の開

通が決定され、新東名・新名神高速道路等はじ

めとする交通網と合わせて、今後も中部圏の交

通網整備ができると期待が膨らんでいます。そ

うした背景を受け、さらに快適で魅力ある都市

空間の整備が求められており、また南海トラフ

の巨大地震発生に備えた防災に強い街づくりが

課題となっています。そのため、街づくりの専

門家集団である皆様方に対する期待は一層大き

なものとなっています。消費税増税については

悪影響が出ないように、すまいの給付金制度や

住宅ローン減税の拡充など、住宅取得者の負担

を軽減して参りたいと思っています。今後とも

不動産業界を取り巻くニーズを把握しつつ、皆

様方と一緒になって中部圏の地域経済活性化に

取り組んでいきますので、今年もよろしくお願

い致します。」との祝辞を賜り、続いて、入倉憲

二名古屋市副市長より「名古屋市では、リニア

中央新幹線の開通を世界都市の名古屋としてア

ピールできる絶好の機会と捉え、名古屋駅地区

だけでなく栄地区も含めて、個性を生かしなが

ら魅力を高めていきたいと思います。名古屋駅

周辺ではまちづくり構想の策定を行っています。

環境アセスメントの手続きも入っており、周辺

の企業の皆様の意見を聞きながらスピード感を

持って取り組んでいきたいと思います。栄地区

についても、グランドビジョンである「さかえ

魅力向上方針」を策定しました。久屋大通の再

生や民間再開発の促進に取り組んでいきたいと

思います。

新年会新年会 開催開催新年会新年会 開催開催新年会 開催
　平成２　平成２６年１月２６年１月２１日午後５時よりキャッスルプラザ１日午後５時よりキャッスルプラザ「鳳凰の間鳳凰の間」においてにおいて、平成２平成２６年６年（公社）公社）

愛知県宅地建物取引業協会の新年会が開催され愛知県宅地建物取引業協会の新年会が開催され、多数のご来賓の方々が出席し多数のご来賓の方々が出席し、大盛況でありました。大盛況でありました。

　平成２６年１月２１日午後５時よりキャッスルプラザ「鳳凰の間」において、平成２６年（公社）

愛知県宅地建物取引業協会の新年会が開催され、多数のご来賓の方々が出席し、大盛況でありました。

平成２平成２６年６年平成２６年

伊藤博　全宅連会長山田美喜男　会長 大村秀章　愛知県知事

新 年 会

2014年3月号新年会



入倉憲二　名古屋市副市長 久保田浩文
愛知県議会議長

藤田和秀　名古屋市会議長

鈴木淳司　自民党
愛知県支部連合会副会長

新 年 会

大塚耕平　民主党
愛知県総支部連合会代表

水野富夫　愛知県議会議員
自民党土地問題対策議員連盟会長

自民党国会議員　登壇

渡辺秀樹　国土交通省
中部地方整備局副局長

片山さつき　参議院議員

また、南海トラフ地震の被害想定も検討してい

ますので、避難の在り方や帰宅困難者の対応な

どの防災対策も取り組んでいきたいと思います。

その際は皆様の協力なくては実施できませんの

で様々な意見を聞いていきたいと思います。地

価についても名古屋圏は回復傾向にあり、名古

屋駅や栄地区を中心に開発が進んでいることを

考えると、今後の動きも期待できます。名古屋

高速道路についても昨年１１月に全線開通し、各

高速道路が繋がっていく中で、リニア中央新幹

線の開通も予定されている名古屋市は絶好の立

地であり、日本をリードし、世界の都市と競争

できる名古屋市にしていきたいと思っています

ので皆様のご協力をお願い致します。」との祝辞

を賜りました。また、小日向良仁独立行政法人

住宅金融支援機構東海支店支店長による乾杯の

音頭で懇談に入り、新年を祝いました。

　乾杯の後、大村秀章愛知県知事が会場に到着

され、「景気は上向きとなって

おり、愛知県は様々な企業の

着工、竣工が続いています。

これは、苦しい円高の中でも

投資を続けたからこその竣工と

いうことでありますから、これ

から益々頑張っていくこととな

ると思います。これから企業産

業を興して人を増やしていくと

いうのが我々の大きな目標です。企業や産業の

投資が進んで人口が増えていくのは、直ちに皆

様の事業に直結すると思いますので、皆様方の

お力で大いに愛知・名古屋の経済産業を盛り上

げてもらいたいと思っています。」との祝辞を

賜りました。

　このように本会の新年会は、多数のご来賓の

方々（久保田浩文愛知県議会議長、藤田和秀名

古屋市会議長、鈴木淳司自民党愛知県支部連合

会副会長、伊藤忠彦・熊田裕通・東郷哲也・池

田佳隆・工藤彰三・神田憲次・長坂康正・八木

哲也・大見正・今枝宗一郎・古川元久衆議院議員、

大塚耕平民主党愛知県総支部連合会代表、酒井

庸行・片山さつき参議院議員、水野富夫愛知県

議会議員自民党土地問題対策議員連盟会長、など）

の出席のもと、新年を祝いました。懇談後、丸

地和夫顧問による万歳三唱、加治佐健二副会長

による閉会の辞で新年会は閉会されました。

2014年3月号 新年会



二村　伝治　総務財政副委員長

木全　紘一　副会長

（１）深谷　政次　専務理事

（２）各委員長

（１）前回の理事会以降の　

　　主な会務報告について

（２）委員会報告について

（３）その他

１月２１日（火）午後２時３０分よりキャッスルプラザにおいて理事会を開催しました。　　　

また、開会に先立ち、近藤正俊副会長の愛知県表彰受賞をたたえ、顕彰状の贈呈が行われました。

■承認された各議案の内容■

山田美喜男　会長 伊藤博　全宅連会長

（公社）愛知県宅地建物取引業協会　理事会開催

司 会 者

議 長

報告事項

二村　伝治　総務財政副委員長

１月２１日（火）業協会理事会終了後、キャッスルプラザにおいて幹事会を開催しました。 　

第１号議案及び第２号議案につきまして詳しくは、５月上旬発送予定の保証協会愛知本部定時総会議案書をご参照下さい。

（公社）全国宅地建物取引業保証協会愛知本部　幹事会開催

司 会 者

岡本　大忍　副本部長

議 長

各委員長

（１）委員会報告について　（２）その他

報告事項

愛知県不動産会館の一部を事務所として愛知宅建
サポート（株）に賃貸する内容を定めた、建物賃貸借
契約書及びそれに係る覚書の締結、また愛知宅建
サポート（株）が支払う人件費等を定めた事務局運営
に関する覚書及び愛知宅建事業協同組合の解散時
から清算結了登記までの人件費等の変更を定めた
事務局運営に関する変更覚書の締結について提案し、
可決・承認された。

第２号議案　　　　　「建物賃貸借契約書（案）」、「建物賃

貸借契約に関する覚書（案）」、「愛知宅建サポー

ト株式会社及び愛知宅建事業協同組合事務局

運営に関する覚書（案）」締結に関する件

深谷　政次　専務理事

平成２５年９月１日より、平成２５年１２月３１日
までの新規入会者【内訳：正会員７２名、準会員
３９名（内、専任取引主任者３７名）計１１１名】
の入会を提案し可決・承認された。

第４号議案 新入会員の承認に関する件

梅田　武久　会員支援委員長

名城支部事務所移転について提案し、可決・承認
された。

第１号議案 名城支部事務所移転に関する件

伊藤　　亘　総務財政委員長

次期不動産相談員（任期：平成２６年４月１日か
ら平成２９年３月３１日）５７名を推薦し、可決・
承認された。

第３号議案 次期不動産相談員の承認に関する件

夏目　彰一　消費者保護委員長

■承認された各議案の内容■

平成２６年度事業計画（案）承認に関する旨を提案し、
可決・承認された。

第１号議案 平成２６年度事業計画（案）承認に関する件

深谷　政次　専任幹事

平成２６年度収支予算書（案）承認に関する旨を提
案し、可決・承認された。

第２号議案 平成２６年度収支予算書（案）承認に関する件

伊藤　亘　総務財政委員長
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良室コーポレーション（株）本山店

（株）ティーマインヅ

フロイデ

日の出衛生保繕（株）

つじ宅地建物取引

（株）ユニホー中村営業所

東海不動産管理（株）

ＭＣ不動産（株）

（同）タワーズ

鏡不動産販売（株）

シンエイ・リテイルマネジメント（株）

（株）ライフワン

恒名エステート

（株）早川工務店

（株）尾崎地所

（株）ユニホー緑営業所

スマップル

桃不動産

（株）アイカコーポレーション

オンリアライズ（株）名古屋支社

（株）事業承継ＣＨＵＢＵ

（株）プラス１０不動産

セントラルコンパス（株）

（株）山実

（株）アイケンホーム名古屋営業所

（株）名古屋都市開発

（株）ラ・カーサ

（株）那須不動産

（株）朝日グランドシステム

（有）チトセ商事中支店

（株）愛和地所　名古屋支店

（有）山口測量設計事務所

仲宏不動産（株）

まるなか不動産

名古屋市千種区四谷通１ー３ トップノッチビル１Ｆ

名古屋市名東区明が丘１２３ー２ 第１明が丘ビル１Ｆ

名古屋市千種区千種１ー２３ー１ スカイコール古井の坂１Ｆ

名古屋市千種区上野３ー１８ー１１ 

日進市米野木町奥畑５５ 

名古屋市西区歌里町２５０ 

名古屋市中村区則武本通３ー３７ 

名古屋市中村区名駅５ー１６ー１７ 花車ビル南館６Ｆ

名古屋市西区稲生町３ー４７ー１ 

名古屋市天白区井口１ー１０１１

名古屋市天白区焼山１ー８０９ー１ 

名古屋市昭和区福江２ー９ー３３　 ｎａｖｉ白金２Ｆ

名古屋市港区東海通３ー２１７ 

津島市中一色町西訳９７ 

海部郡蟹江町本町７ー１２２ 

名古屋市南区内田橋１ー２６ー６　 アクトピア神宮南８０４

名古屋市緑区鳴海町字向田９５ 

豊明市三崎町中ノ坪３ー３ 堀井ビル１Ｆ

名古屋市緑区鳴海町字大清水１４１ 

名古屋市南区内田橋２ー２９ー１７ ＶＥＲＤＩＮＯ内田橋１ＧーＡ

名古屋市緑区松が根台７８ー２ ラビデンス松ヶ根Ｎ館３０６

名古屋市東区葵３ー１２ー７ ＡＭＳ葵３・７Ｆ

名古屋市東区矢田２ー７０１ 

名古屋市中区千代田１ー１０ー９ 

名古屋市中区千代田３ー２６ー１５ 三旺マンション鶴舞２０２

名古屋市中区丸の内３ー２２ー２４ 名古屋桜通ビル

名古屋市中区丸の内２ー１６ー３ 丸の内Ａ・Ｔビル４Ｆ

名古屋市中区錦２ー３ー１１ ニシキ２１ビル５Ｆ

名古屋市中区丸の内３ー１９ー５ フレッジオ・エルエー９Ｆ

名古屋市中区丸の内２ー６ー７ トレンド丸の内５０１

名古屋市中区栄３ー１８ー１ ナディアパークデザインセンタービル７Ｆ

名古屋市中区錦３ー１１ー２５ アーク栄錦ニュービジネスビル８１７

名古屋市中区大須１ー２４ー１３ 

名古屋市中区千代田１ー１３ー１８ ２Ｆ

名古屋市中区錦１ー４ー１６ 日銀前ＫＤビル６Ｆ

豊橋市東松山町１８ 

豊橋市下地町字瀬上５９ 

豊川市御津町西方中屋敷７ 

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

052－781－3535

052－775－5593

052－735－7400

052－722－3236

0561－72－0450

052－710－2005

052－486－1333

052－485－5105

052－508－9325

052－880－2103

052－808－0358

052－871－1781

052－661－0502

0567－32－0740

0567－74－1075

052－693－7119

052－613－7766

0562－95－0801

052－879－3771

052－880－4516

052－896－3235

052－325－4151

052－725－3911

052－269－0275

052－324－0123

052－857－9210

052－684－5831

052－231－1013

052－951－5556

052－203－0288

052－251－3550

052－684－6121

052－222－2577

052－252－0853

052－218－3166

0532－56－0565

0532－39－8827

0533－75－2910

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

052－781－3541

052－777－3334

052－735－7401

052－722－3236

0561－73－2439

052－571－2662

052－486－1334

052－485－5105

052－508－9326

020－4622－6548

052－808－0366

052－871－1782

052－661－0503

0567－32－0740

0567－74－1033

052－693－7119

052－613－7767

0562－95－0802

052－879－3773

052－880－4516

052－896－3235

052－937－8560

052－725－3912

052－269－0276

052－324－0127

052－857－9234

052－684－5832

052－231－8817

052－951－5552

052－308－8448

052－251－3556

052－684－6122

052－222－2578

052－252－0854

052－202－0133

0532－56－0578

0532－39－8324

0533－75－2210

支部 入会日 免許番号 商号 代表者 取引主任者 事務所所在地・電話番号・FAX番号

新　入　会　員　名　簿 自平成２５年９月１日～至平成２５年１２月３１日

（株）夢のおてつだい
ハウスドゥ！千種飯田街道店

（株）Ｒｅｐ'ｓコーポレーション
名古屋鳴海店
ホーム建材（株）
ハウスドゥ！豊明中央店

（株）リアルエスト
ニッショー住販事業本部丸の内支店

石黒　成昭

宮藤　幸美

坪内　　修

木村　陽一

武田　信彦

辻　　佳典

加藤　大智

松井　秀正

松川　英和

梶川　豊彦

神本　義浩

金子　幸一

早瀬　慎一

名塚　達雄

早川　定七

尾崎　　隆

蟹江　容子

矢島　敬章

松瀬　賢亮

小野寺　忍

長　　くみ

相崎　宏幸

高橋　　智

宮川　　廣

加藤　卓也

加藤　　博

山田　久美

山本　裕一

麻田　尚希

石黒　博章

熊澤　治夫

那須　　明

梅原　逸男

山下　修弘

淺尾　宏亨

山口恵二郎

石井　宏和

中村　啓吾

石黒　成昭

大木　佑介

近藤　昭人

木村　陽一

小川　典之

辻　　佳典

加藤　雄作

松井　秀正

松川　英和

梶川　豊彦

神本　義浩

金子　幸一

榊原　亜希

名塚　達雄

早川　　真

尾崎　　隆

蟹江　容子

矢島　敬章

松瀬　賢亮

小野寺　忍

長　　くみ

澤井登美子

吉野　芳明

宮川　　廣

加藤　卓也

牧野　有紗

山田　卓司

山本　裕一

尾方　圭佑

栗　　始弘

伊藤　嘉宣

那須　　明

梅原　逸男

山下　修弘

淺尾　宏亨

小林　生治

石井　宏和

中村　啓吾

2014年3月号 information



東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

西三河

西三河

西三河

西三河

西三河

西三河

西三河

碧海

碧海

碧海

豊田

知多

知多

知多

知多

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

西尾張

西尾張

西尾張

西尾張

西尾張

西尾張

北尾張

本部

H25.10.15

H25.10.29

H25.11.13

H25.11.22

H25.11.26

H25.12.11

H25.12.11

H25.12.11

H25.12.17

H25.9.25

H25.9.25

H25.10.23

H25.11.22

H25.11.26

H25.12.26

H25.12.27

H25.9.25

H25.10.8

H25.11.19

H25.11.13

H25.9.20

H25.10.4

H25.10.9

H25.11.12

H25.9.6

H25.9.20

H25.10.8

H25.11.20

H25.12.17

H25.9.20

H25.10.16

H25.10.23

H25.11.18

H25.11.20

H25.12.17

H25.9.25

H25.11.26

大臣8470-8

22562

20235-1

22580

22528

22347-1

22585

22594

大臣7461-6

20456-3

22475

20601-7

22532-1

22583

9731-3

21655-1

22521

22548

20587-2

22522

22461

22535

22544

22571

22509

22430

22538

22577

22596

22524

大臣7260-7

22555

22570

22567

22598

22531

22587

（株）Ｒｅｐ’ｓコーポレーション

（有）ハウスネット豊橋営業所

平澤建築

Ｋ’ｓファクトリー（有）

（株）アップ・ヴィレッジ

関不動産

タイコウハウス（株）豊川支店

（株）殿橋不動産

鏡不動産販売（株）岡崎店

（株）エリアプランナーズ岡崎

東海ハウス（株）岡崎支店

大興建設（株）住宅事業部

（株）シーエス

（株）おわす家不動産

クラシスホーム（株）安城店

（株）マルコオ・ポーロ化工

（株）ＥＸＴＥＲＩＯＲ　ＷＯＲＫＳ

（株）スミヨシ

西田コンサル不動産（株）

愛知不動産バンク（株）

（株）加藤住建

テクノネット（株）

エグチホールディングス（株）

（株）ＣＳー１

（株）スマイルハウジング

不動産ショップあさい（株）

（株）エサキホーム開発・技術センター

Ｔ　ＳＴＹＬＥ　

（株）不動産トータルサポート

（株）ホームズライフ

ｏｆｆｉｃｅ　ｓｕｎａｏ

（株）丹羽組

愛知宅建サポート（株）

豊橋市東脇３ー２ー１３ 

豊橋市中浜町６ー１ 

豊橋市天伯町字六ツ美１７ー２ 

豊川市一宮町幸２０６ー２ 

豊川市小田渕町３ー１６ 

豊橋市西小田原町１７ 

蒲郡市大塚町西屋敷２７ー１

蒲郡市竹谷町泉２７ー４ 

豊川市南大通５ー５２ 

岡崎市明大寺町字寺東９ー１ 大竹南ビル１Ｆ

岡崎市康生通南２ー８

岡崎市井田南町２ー２ 

岡崎市八帖北町４ー２４ 三輪ビル１Ｆ

岡崎市福岡町字南藤六２１ー１ 

岡崎市矢作町西林寺１１８ー２ 

岡崎市宮地町字郷東１ー１ 

刈谷市板倉町１ー４ー５ 

安城市昭和町１９ー３７ 昭和ビル１ーＣ

安城市三河安城南町１ー２０ー５ 

豊田市金谷町４ー５０ 

東海市名和町蓮池１ー１　１Ｆ店舗

半田市柊町５ー１６ー２６ 

常滑市鯉江本町３ー３３ 

東海市高横須賀町公家２３ー１ 

瀬戸市東山町１ー１７０ー３１ 

名古屋市守山区青山台７１１ 

名古屋市守山区吉根２ー１６０４ 

名古屋市守山区城南町１ー１４ 

尾張旭市印場元町２ー５ー６ 

一宮市中町２ー６ー５ 

一宮市大和町妙興寺字徳法寺浦１１ 

一宮市浅井町大日比野字東出４４ー１ 

稲沢市稲沢町前田２０８ー１ ＬＶ前田

一宮市開明字杁先４４　ビックウィン杁先１０１

一宮市高田字前田２５　ペリカンビル３Ｆ

岩倉市神野町縄境７ 

名古屋市西区城西５ー１ー１４ 

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

0532－35－9333

0532－37－1313

0532－39－5962

0533－92－2466

0533－88－4966

0532－52－8615

0533－59－7676

0533－66－3615

0533－56－9705

0564－57－8100

0564－65－3118

0564－66－1005

0564－65－8680

0564－74－2525

0564－83－7630

0564－64－2252

0566－27－5955

0566－72－0838

0566－77－3519

0565－34－4631

052－601－8566

0569－22－5088

0569－89－8807

0562－85－9373

0561－84－7961

052－799－5701

0561－55－5722

052－799－9850

0561－51－5586

0586－85－8851

0586－47－6331

0586－58－9343

0587－81－5111

0586－85－8297

0586－55－9220

0587－37－7000

052－522－2625

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

0532－35－9334

0532－37－1323

0532－39－5982

0533－92－2467

0533－88－4992

0532－52－8616

0533－59－7676

0533－66－3616

0533－56－9704

0564－57－8122

0564－65－3119

0564－66－1006

0564－83－9367

0564－74－2526

0564－83－7623

0564－64－2866

0566－27－5960

0566－72－0839

0566－77－3529

0565－33－0548

052－601－8490

0569－22－8916

0569－35－6828

0562－85－9375

0561－84－7962

052－799－5703

0561－55－5744

052－779－9851

0561－51－5587

0586－85－8853

0586－47－6366

0586－58－9343

0587－51－5111

0586－85－8298

0586－55－9220

0587－37－0100

052－521－1837

支部 入会日 免許番号 商号 代表者 取引主任者 事務所所在地・電話番号・FAX番号

平沼　善浩

佐藤　喜広

小山　晃延

平澤紀美枝

更谷惠美子

小嶋　志保

小倉　佳子

榊原　関保

西原　　徹

三浦　洋之

中野　政基

中須　憲一

安藤　裕希

寺田　光雄

杉浦　伸夫

近藤由美子

廣田　真理

杉浦　　旭

岡本　章次

岡部　一弥

和田　大佑

住田　春彦

西田　弘一

吉田　　清

加藤　正臣

石野田洸平

江口　奈穂

杉本　寛行

芥川　英彦

浅井　謙治

須原　　宏

河野　朋行

服部　恵里

祖父江一将

伊藤　尚子

丹羽　剛仁

木村　　保

平沼　善浩

佐藤　喜広

小山　晃延

平澤　　弘

勝見　浩一

小嶋　志保

上村　貞主

榊原　関保

西原　　徹

三浦　洋之

中野　政基

中須　憲一

瀬尾　享生

鈴木美能治

杉浦　伸夫

佐沢　浩則

橋本　好司

小野　哲矢

岡本　章次

黒田　洪二

鈴木　寛隆

住田　春彦

西田　弘一

吉田　　清

加藤冨美子

石野田賢次

江口　勝義

山田　勝己

芥川　英彦

浅井　謙治

須原　　宏

河野　朋行

渡邉　友浩

祖父江一将

伊藤　尚子

丹羽　剛仁

山田美喜男

新　入　会　員　名　簿 自平成２５年９月１日～至平成２５年１２月３１日

幸和ハウジング（株）
コーワ住センター豊橋店

服部地所（株）
アパマンショップ豊橋駅前店

（株）リアルウッドマーケティング
住みかえＳＨＯＰ岡崎店

（株）不動産ＳＨＯＰナカジツ
岡崎北店

2014年3月号information



ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５

（公社）愛知県宅地建物取引業協会

お 問 い 合 わ せ 先

　全宅連は今年度から不動産取引に関わるすべての方を対象とした段階的な研修資格制度「《不動産キャリア》サポート研

修制度」を創設し、４月１日から、その第１段階である資格講座「不動産キャリアパーソン」の受講申込を開始しました。

すでに全国の都道府県宅建協会所属会員の方々に受講いただいています。

　「不動産キャリアパーソン」は、経営者や取引主任者の資格の有無を問わず全国のすべての宅建業従事者の方に、取引

「実務の基礎」について学習していただくことを目的に、全宅連が公益事業として実施しています。

図表１●インターネット申込の手順

（１）受講申込

（２）学習

（３）修了試験

（４）合格～資格登録

（５）資格付与

全宅連ホームページからのインターネット受付または都道府県宅建協会の申込書受付の２種類です。

インターネット申込については、図表１をご参照下さい。宅建協会申込の手続きについては、下記

お問い合わせ先までご連絡下さい。

学習カリキュラムは全６単元で構成されます（図表２）。学習の基本はテキストの通読ですが、テキ

ストの内容の理解を深めるためのインターネット講義動画も視聴できます。

すべてのカリキュラムを学習後、各自でインターネットから修了試験の日時・会場を申込いただき

ます（図表３）。

合否結果は、合格者には合格証書、不合格者には再受験案内の郵送をもってお知らせします。合格

者で宅建業従事者に対しては、資格登録申請書を同封しますので、必要事項に記入し、顔写真の添

付とともに資格登録申請を行って下さい。

資格登録者に対し、「資格登録証カード」と、カード入れとしてもお使いいただけるネックストラッ

プをお送りします。なお、ネックストラップの紐は全５色から１色をお選びいただけます。

　「不動産キャリアパーソン」は、実際の取引の現場で活かされる「実務」知識の修得に重点を置いた通信教育資格講座

です。物件調査をはじめ、取引実務において必須である基礎知識を、取引の流れに沿って体系的に学習し修得できます。

通信教育で学習後は修了試験に受験いただきますが、試験に合格した宅建業従事者は、全宅連へ資格登録申請をされます

と、全宅連から、消費者への適切な情報提供に資する信頼の証しである「不動産キャリアパーソン」資格が付与されます。

（１）受講要件

（２）受 講 料

（３）受講期間

受講要件はありません。どなたでも受講いただけます。

①都道府県宅建協会会員およびその従業者：８,４００円（税込）

②それ以外の者：１万２,６００円（税込）

　※受講料は、通信教育費用、修了試験受験料（１回分）、資格登録料が含まれます。

　※都道府県宅建協会の新規入会者は入会時に必ず受講いただいております（支店入会含む）。

　※いったんお支払いいただいた受講料は返却できませんのでご了承下さい。

この講座の在籍期間（受講期間）は、教材の発送日から２ヵ月間です。２ヵ月間で、通信教育による学習、

修了試験の受験までを終わらせていただきます。

全宅連ホームページから受講申
込ページにお入りいただき、申
込フォームに沿って、氏名、住所、
勤務先等を入力して下さい。

インターネット
申込

コンビニエンスストアまたはク
レジットカード［別途事務手数
料（３１５円・税込）がかかります］。

受講料の
支払い方法

受講料の支払・決済が確認でき
次第、教材一式（テキスト、学習
の手引き）と、インターネット学
習に必要なログインＩＤとパス
ワードが記載された受講票ハガ
キを同時発送します。

教材等の発送

図表２●学習カリキュラム
社会的使命・役割、倫理・コンプライアンス、顧客
対応の基本、トラブル事例、宅建業法・媒介契約

従業者としての
大切な心構え

物件調査総論［目的・方法］、各論［道路、法令制限、
権利関係、供給施設、物件実査］、価格査定の基
礎理解

物件調査・
価格査定

法令・公正競争規約規制、違反広告例不動産広告

契約の基礎知識、売買・賃貸借契約に関する業
務の流れ、売買・賃貸借契約書

契約の基本

賃貸管理、建築・地盤・耐震、リフォーム、関係法令、
不動産用語集

その他知識

資金計画、住宅ローン資金計画

図表３●修了試験
試験会場のパソコンで受験
いただきます。

試験方式

各都道府県にある日建学院
の全宅連指定校舎で行われ
ます（開始時点は全国８４会場）。

試験会場

４肢択一の全４０問（６０分間）試験内容

全４０問の７割以上の正解で
合格

合否判定

再度インターネットから試
験日時・会場を申込いただき
ます［別途再受験料（３,１５０円・
税込）がかかります］。

不合格の
場合

１ 公益事業として実施する資格講座

２ 「不動産キャリアパーソン」の概要

３ 「不動産キャリアパーソン」を受講するには

４ 「不動産キャリアパーソン」受講の流れ
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愛知県建設部建築担当局建築指導課
〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸３－１－２
ＴＥＬ：０５２－９５４－６５９８　　ＦＡＸ：０５２－９５１－０８４０

愛知県尾張建設事務所建築課
〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸２－６－１
ＴＥＬ：０５２－９６１－１４３５　　ＦＡＸ：０５２－９６１－７８７０

津島市建設部計画建築課
〒４９６－８６８６ 津島市立込町二丁目２１
ＴＥＬ：０５６７－２４－１１１１　　ＦＡＸ：０５６７－２４－９０１０

・ 開発行為の許可（法第２９条）

・ 開発行為の変更許可（法第３５条の２）

・ 工事完了検査、公告（法第３６条）

・ 建築制限等の解除の承認（法第３７条）

・ 開発行為に関する工事の廃止の届出（法第３８条）

・ 建築物等の建築許可（法第４３条）

・ 承継届（法第４４条）

・ 開発登録簿への登録・写しの交付（法第４７条）等

施行日：平成２６年４月１日

　愛知県事務処理特例条例の一部を改正する条例（平成２５年条例５２号、平成２５年

１２月２０日公布、平成２６年４月１日施行）により、都市計画法の基づく開発許可の

事務、租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務が、愛知県から津島市

に権限移譲されます。

○建築基準法（建築確認審査業務を除く）、建設リサイクル法（建築物）等に関する審査

　業務は、これまでどおり尾張建設事務所建築課で行います。

○建築確認審査業務は、これまでどおり本庁建築指導課（東大手庁舎）で行います。

○建築基準法に係る申請書・届出の受付及び確認済証、許認可通知書等の交付はこれま

　でどおり津島市の窓口で行います。

お 問 い 合 わ せ 先

津島市へ権限移譲される主な事務
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●宅建主任者で資格登録後３年以上の宅建業界を牽引するプロフェッショナルを目指す方を対象。

●通信教育（ウェブ）と集合教育（３日間）で構成。

　重要事項説明・取引の安全確保・価格査定の３科目について具体的事例に即して学習し、プロ

　フェッショナルに必要不可欠な知識だけでなく、実務遂行力も兼ね備えた総合力のある人材を

　養成します。

★講座修了者を「宅建マイスター」に認定し、マイスターの方だけが参加できるウェブサイト、

　専門研修の開催など、皆様がブラッシュアップする場＝マイスターメンバーズクラブを不動産

　流通近代化センターが提供します。

宅建業界を牽引するプロフェッショナルを養成します。

年間約４,０００件の不動産トラブル事例から厳選した実践的課題による

宅建マイスター養成講座とは

お 申 し 込 み ・ お 問 い 合 わ せ 先

(公財)不動産流通近代化センター　宅建マイスター係
ＴＥＬ：０３－５８４３－２０７８（平日９：３０～１７：００受付）

E-mail：meister@kindaika. jp

kindaika. jp/meister/kindaika. jp/meister/◎詳しくはｗｅｂで

倫　理　綱　領倫　理　綱　領

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、

その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。

１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。

１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。

１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。

１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織

　　の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会

公益社団法人　愛知県宅地建物取引業協会
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○辻町：医療施設（内科）、理容、薬品、寿司、喫茶軽食、お好み焼き、弁当、青果、デーサービス

○大曽根：美容院、喫茶

○菱野第３：陶器、時計・メガネ、カメラＤＰＥ、外国人生活支援、接骨院

○サンコート桃花台：パソコン教室、喫茶ベーカリー、小児科、衣料品、美容院、理容、学習塾、

　　　　　　　　　　郵便局

○サンコート田原：美容室、音楽教室、化粧品、ベーカリー

※賃貸料は、税込みの月額です。
※スケルトン貸しになります。
※先着順受付のため、申込済となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

会員があっせんした入居（店）希望者が所定の手続きを経て契約が成立
した場合は、一戸（店）につき、あっせんにかかる家賃等の一ヶ月に相
当する額が会員に支払われます。

■入店済及び手続き中業種

大曽根併存
大曽根
中切
サニーコート矢田
サンコートごきそ
長戸
高道
当知東
サンコート呼続
鳴子第２
鳴子第６
東丘
山根台第１・第２
サンコート八事
平池
サニーコート高蔵寺西
サニーコート高蔵寺北
サニーコート高山
サニーコート春日井
サニーコート勝川北
サニーコート庄名
サンコート西枇杷島
二ツ杁
サニーコート小田井
サンコート桃花台
サニーコート赤童子
豊山・豊山第２
富吉
第２富吉
第３富吉
サニーコート岩倉
サニーコート西春
サニーコート清城
サニーコート二本木
サニーコート三高
サンコート田原

北区

東区

昭和区

中村区
港区
南区

緑区

天白区

名東区

春日井市

清須市

小牧市 
江南市
豊山町

蟹江町

岩倉市
北名古屋市
半田市
安城市
高浜市
田原市

●一般賃貸住宅 〔家賃に※の印がある住宅は、減額を受けられる場合があります。（条件あり）〕

地区 住宅名

山田二丁目１１番６２号
山田二丁目１１番１１号
川中町４番３号
東区矢田町三丁目１９番２８号
緑町三丁目８番地
長戸町二丁目９番地
高道町一丁目５番
港区入場二丁目１０５番地
呼続一丁目３番９号
鳴子町四丁目２番地
鳴子町四丁目４９番地
太子一丁目１９４番地
山根町２３２番地他
弥生が岡２１７番地他
社が丘四丁目１０１番地
高蔵寺町一丁目３１番地
高蔵寺町北三丁目２番地１１
高山町二丁目１０番地の４
上条町一丁目９３番地
妙慶町１５１番地
庄名町１１１番地
西枇杷島町泉４０番地
西枇杷島町芳野二丁目５８-１
小田井三丁目９番地の８
城山三丁目５番地他
赤童子町桜道８７番地
豊場字志水１４６番地
富吉四丁目１４４番地
富吉四丁目１１３番地
富吉四丁目１４０番地
大市場町順喜５９番地
九之坪字竹田２９番地
清城町一丁目５番地の１７
二本木町二本木７７番地９
春日町五丁目１６５番地
東赤石三丁目７番地

３ＤＫ

３ＤＫ
３ＬＤＫ
２ＬＤＫ他
３ＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ他
１Ｒ
２ＤＫ他
３ＤＫ
３Ｋ
３ＤＫ
１ＤＫ他
３ＤＫ他
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ他
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ他
３ＬＤＫ
２ＤＫ他
３ＤＫ
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ他
３ＬＤＫ
３Ｋ
２ＬＤＫ
３ＤＫ
３ＤＫ
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ
３ＬＤＫ
２ＬＤＫ他
１ＬＤＫ・３ＤＫ

※53,200・56,200

65,000・68,000 
※105,000

※78,800～108,700
68,100 
※65,000

※42,300～59,400
53,000

※22,500～98,100
※56,300
36,300

※44,200～59,400
68,500～125,000
※49,200～64,400

75,000
72,000
※79,800

77,000・78,000
79,000～81,000
72,000

※49,600～77,500
※57,000
※79,000

49,600～72,300
※72,000

※32,720～43,900
※38,600～45,000
※51,500～54,600
※43,600～54,600
※74,000
※80,000

※72,000・78,000
※76,000

※48,600～70,200
※39,300・49,700

地下鉄大曽根・平安通徒歩約１５分
市バス山田徒歩約４分
市バス中切町四丁目徒歩約２分
地下鉄ナゴヤドーム前矢田徒歩約１０分
地下鉄御器所徒歩約３分
地下鉄御器所徒歩約１５分
地下鉄本陣徒歩約６分
あおなみ線名古屋競馬場前徒歩約１３分
名鉄本線呼続徒歩約３分
市バス・名鉄バス鳴子住宅徒歩約５分
地下鉄野並徒歩約２０分
名鉄本線有松徒歩約７分
市バス山根町徒歩約４分
地下鉄八事徒歩約５分
地下鉄本郷徒歩約１０分
ＪＲ中央本線高蔵寺徒歩約９分
ＪＲ中央本線高蔵寺徒歩約３分
名鉄バス高山口徒歩約２分
ＪＲ中央本線春日井徒歩約３分
ＪＲ中央本線勝川徒歩約１０分
名鉄バス円福寺前徒歩約５分
名鉄本線西枇杷島徒歩約５分
名鉄本線二ツ杁徒歩約５分
名鉄犬山線小田井徒歩約１１分
都市間高速バス桃花台東徒歩１分
名鉄犬山線江南徒歩約１３分
市バス北部市場徒歩約５分

近鉄名古屋線富吉徒歩約３分

名鉄犬山線岩倉徒歩約１０分
名鉄犬山線西春徒歩約３分
名鉄河和線知多半田徒歩約１２分
ＪＲ東海道本線東刈谷徒歩約１３分
名鉄三河線三河高浜徒歩約１分
豊鉄渥美線三河田原徒歩約４分

所在地 間取り 家賃（ 円／ 月） 交通機関等

（注）先着順受付のため、申込済となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

サニーコート鳴海
サニーコート神領
サニーコート豊明

名古屋市
春日井市
豊明市

●特定優良賃貸住宅 〔契約家賃に※の印がある住宅は、減額を受けられる場合があります。（条件あり）〕

地区 住宅名

緑区鳴海町字作町２３番地
神領町３丁目９番１５
新栄町六丁目１５４番地の1

２ＬＤＫ
３ＤＫ他
３ＬＤＫ

※76,000・79,000
※70,000～73,000
※86,000

名鉄本線鳴海徒歩約３分
ＪＲ中央本線神領徒歩約９分
名鉄本線中京競馬場前徒歩約１０分

所在地 間取り 契約家賃（ 円／ 月） 交通機関等

（注）先着順受付のため、申込済となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

県営辻町住宅併存店舗
大曽根住宅併存店舗
菱野センタービル併存店舗
菱野第３住宅併存店舗
サンコート桃花台住宅Ａ棟併存店舗
サンコート田原住宅Ａ棟併存店舗

●賃貸店舗
店舗名

名古屋市北区辻町一丁目３２－１
名古屋市北区山田二丁目１１番６２号
瀬戸市菱野台一丁目１
瀬戸市菱野台一丁目３
小牧市城山三丁目３
田原市東赤石三丁目７

105,000
1,017,450・158,550

158,550
72,450
113,400
133,665

76.04
982.29・88.80
129.75
71.04
99.95 
97.93

市バス辻本通徒歩約３分
地下鉄大曽根・平安通徒歩約１５分
名鉄バスセンター前徒歩約２分
名鉄バスセンター前徒歩約２分
都市間高速バス桃花台東徒歩約１分
豊鉄渥美線三河田原徒歩約４分

所在地 賃貸料（ 円／ 月） 交通機関等

（注）賃貸店舗の業種は、既に入店されている方（下記）と同業又は競合される方は申込みできません。また、風俗営業等業種によってはお断りする場合もあります。

お 問 い 合 わ せ 先

ＴＥＬ：０５２－９５４－１３５６
愛知県住宅供給公社　賃貸住宅課  公社住宅グループ
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愛知県社会福祉協議会へ「フラワーマルシェ」の入場券を寄贈
　１月２７日（月）に当協会は、社会福祉法人愛知県

社会福祉協議会へ、２月６日（木）から９日（日）まで

開催された「フラワーマルシェ」の入場券を寄贈

しました。

　この入場券は、当協会が不動産無料相談所の

ＰＲのため「フラワーマルシェ」に協賛すること

により、主催者より提供を受けた一部であり、社

会福祉に役立てていただくことを目的としています。

　寄贈式は、愛知県社会福祉協議会において行われ、

当協会からは、深谷政次専務理事、榎本正三地域貢献委員長、鳥居春男・岩村清司地域貢献副委員

長が出席し、榎本地域貢献委員長から愛知県社会福祉協議会の西尾昭雄専務理事に入場券が手渡され、

愛知県社会福祉協議会からは感謝状をいただきました。

　入場券は県内の養護老人ホーム等１７施設に配布され、活用されました。また、寄贈式の様子は、

１月２８日（火）の中日新聞朝刊及び中部経済新聞朝刊に掲載されました。

開業セミナー開催
　平成２６年１月２６日（日）、午後１時３０分より愛知県不動産会館にて、不動産業に興味のある方

や開業を検討中の方等を対象とした「開業セミナー」を開催しました。

　セミナーは、木全紘一副会長の挨拶後、第１部では「不動産流通業開業へのアドバイス」と題

し、（株）不動産アカデミー　中村喜久夫代表より、講演がされました。

　第２部では「私の不動産業開業体験談」として中川清会員支援副委員長より、第３部では「宅建協会

入会のメリットについて」として梅田武久会員支援委員長より講演がなされ、大変盛況でありました。

　セミナー終了後には、「個別相談会」を実施し、当協会の役員がセミナー参加者へ個別に、開業に

向けての具体的なアドバイスや、不安に思っていること、

入会に関しての質問等に対して丁寧に対応致しました。

　受講された方からは、「開業は簡単なことではないが、そ

れ以上にチャレンジしたい気持ちになった！」など前向き

な意見が多く聞かれました。

　なお、皆様の周りで不動産業開業にご興味がある方がい

らっしゃる場合は、当会での開業をお勧め下さい。

　私たち宅建協会会員のシンボルマークである「ハトマーク」は、消費者の信頼ととも
に広く社会に認知されております。
　会員の皆様もハトマークを店舗に掲げたり、ご使用の名刺に印刷するなどして営業活
動の円滑な推進のためにご活用いただきますようお願いいたします。

PANTONE No.
DIC No.
プロセスカラー
Web Safe Color
カッティングシートNo.

PANTONE Red032c
DIC 198

M100%+Y100%
#FF0000

122カーマイン

PANTONE 361c
DIC 2555
C80%+Y100%
#009900

425ビビッドグリーン

PANTONE Black c
DIC 582
K100%
#000000
791ブラック

◇シンボルマークに使用する色は、指定の色を使用して下さい。印刷などの関係で指定の色とまったく同じにならない場合は、
　できるだけ指定色に近づけて下さい。また、新聞原稿等の１色印刷物については、スミ版タイプを使用して下さい。
◇ＰＤＦ形式（２７.５KB）又はＪＰＥＧ形式（４１.９KB）でダウンロードできますのでご利用下さい。
　詳細につきましては、（公社）全国宅地建物取引業協会連合会ホームページをご参照下さい。
　http://www.zentaku.or.jp/index.html　　

赤 緑 黒●カラータイプ

もっとハトマークを活用しよう！！

ハトマークは宅建協会会員のシンボルマークです。

2014年3月号MONTHLY REPORT



不動産取引に関するお悩みは 不動産無料相談所へ

TEL：052-523-2103

愛知県宅建協会のホームページ
http://www.aichi-takken.or.jp/
Eメール：takkeninfo@aichi-takken.or.jp

相 談 日◆

◆

◆

毎週 月～金（但し、祝日、その他特定日を除く）午前１０時～１２時、午後１時～３時

東 名

名 南 西

東 三 河

西 三 河

豊 田

知 多

東 尾 張

西 尾 張

北 尾 張

長久手市役所
日進市図書館

あま市役所

豊川市プリオ市民相談室

岡崎市役所

豊田商工会議所
みよし商工会

大府市役所
半田市市民交流センター相談室
東浦町役場
武豊町役場
美浜町役場
常滑市役所

尾張旭市民会館
瀬戸市文化センター

一宮市社会福祉センター思いやり会館
一宮市役所尾西庁舎東館
稲沢市総合文化センター
北名古屋市社会福祉協議会本所
清須市役所本庁舎

江南地域情報センター
犬山市役所
小牧市役所
岩倉市役所
春日井市役所
大口町役場
扶桑町役場

　シンボルマーク（ハトマーク）は、私達がこれか

ら目指していくべき姿の象徴です。２羽の鳩は会

員とユーザーの信頼と繁栄を意味し、使用され

ている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大

地」を、そして白色は「取引の公正」を表していま

す。またREAL（不動産の、本当の）PARTNER
（仲間、協力しあう）は会員とユーザーがREAL 
PARTNERとなり、「信頼の絆」が育まれるよう
にとの願いをシンボルマークにこめたものです。

編 集
編集発行人
発 行 所

●
●
●

／人材育成委員会
／委員長　野邊　　保
／公益社団法人　愛知県宅地建物取引業協会
　名古屋市西区城西５-１-１４ 愛知県不動産会館
　ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５（代）
　平成２６年２月２０日発行　通巻４４９号

毎月第２水曜日
毎月第３木曜日

毎月第２水曜日

毎月第４木曜日

毎月第１金曜日

毎月第２木曜日
６月・９月・１１月第２木曜日

毎月第３水曜日
毎月第３水曜日
毎月第２火曜日
毎月第３火曜日
毎月第２火曜日
毎月第４水曜日

毎月第１水曜日
毎月第３水曜日

毎月第３月曜日
毎月第３水曜日
毎月第３金曜日
毎月第３木曜日
毎月第３火曜日

毎月第２木曜日
毎月第３火曜日
毎月第３火曜日
毎月第２木曜日
毎月第４金曜日
偶数月第２木曜日
奇数月第２木曜日

午後１時～４時
午前９時３０分～１２時３０分

午後１時～４時

午後１時～４時

午後１時～４時

午後１時～４時※８月・１２月・１月・３月は休み
午後１時～４時

午後１時３０分～４時３０分※８月は休み、３月は第２水曜日
午後１時～４時※８月・１２月は休み
午後１時３０分～４時３０分※８月は休み、２月は第２月曜日
午後１時３０分～４時３０分
午後１時３０分～４時３０分※８月・３月は休み
午後１時３０分～４時３０分※４月・８月は休み

午後１時～４時
午前９時～１２時

午後１時～４時
午後１時～４時
午後１時～４時
午後１時～４時
午後１時～４時

午後１時３０分～４時３０分
午後１時～４時
午前９時～１２時
午後１時～４時
午後１時～４時
午後１時～４時
午後１時～４時

弁護士相談 月１回（要予約）

場 所 公益社団法人　愛知県宅地建物取引業協会
（名古屋市西区城西５-１-１４　愛知県不動産会館内）

●栄市民サービスコーナー[住まいの窓口]においても毎月第１水曜日（原則）午後１時～４時の間、不動産無料相談を行っています。
●上記記載内容につきましては、変更される場合がございますのでご確認の上、ご来会下さい。

ハトマーク

本誌内容の無断転載はご遠慮下さい。 TEL：052-522-2575転載ご希望の方は、協会本部事務局まで
必ずお問い合わせ下さい。
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