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地名クイズ　なんと読む？

愛西市 「後江町」

「森川花はす田 　　　」（名南西）
（愛西市森川町村中）

正解は１３ページ左下をご覧ください。

今月の表紙
ハトマークあいち ２０１５年５年７月号月号２０１５年７月号

■平成２７年度 宅地建物取引士資格試験（宅建試験）

■不動産キャリアパーソン

■不動産コンサルティング基礎教育講座受講案内

■「一人暮らしに関する意識調査」結果報告

■宅地建物取引士賠償責任保険制度のご案内

■不動産に関する防犯について　防犯対策

■愛知県議会議長・名古屋市会議長顧問委嘱

インフォメーション７

マンスリーレポート13

全国でも有数のレンコン産地である愛西市は、花ハスの
栽培も盛んで、自由に観賞できる蓮園（はすえん）も２
か所あります。「森川花はす田」では、たくさんの人たち
が楽しめるように、花ハスの観賞田とあわせて緑地帯の整
備を行っています。開花時期は６月下旬から８月の上旬ま
でで見頃は７月中です。花は午後には閉じる性質があり、
朝１０時頃までが見頃です。毎年７月中旬には「蓮見の会」
が開かれ、お茶会や写生大会などが催されます。

■お問い合わせ先／愛西市観光協会
　ＴＥＬ：０５６７－５５－９９９３
　http://www.aisaikankou.jp/wgs/blog/fp/3/

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

本部事務局は、８月１１日（火）～８月１４日（金）まで
夏期休暇とさせていただきます。

事務連絡等ご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

本部事務局夏期休暇のお知らせ

愛 知 の 風 景

1 特集
■業協会・保証協会愛知本部　定時総会開催
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　（公社）愛知県宅地建物取引業協会は５月２１
日午後１時からキャッスルプラザにおいて平成
２７年度定時総会を開催しました。
　総会は、４，４３９名（委任状を含む）の会員が
出席し、米山敏夫総務財政副委員長の司会により、
高山初夫副会長による開会のことばにはじまり、
岡本大忍副会長、伊藤博全宅連会長のあいさつ
の後、来賓祝辞があり、大村秀章愛知県知事より、
「最近は景気も何とか取り戻してということである
と思いますが、そういう中で、今年は４月に統一地
方選がございました。一番大きなテーマは、やはり
地方創生、特に人口減少問題をどう対応するかと
いうことでございますが、昨年１年間の人口の動
態を見ますと、結局ますます東京一極集中が進ん
でいます。東京圏である埼玉県、神奈川県でも人
口が増えておりますが、首都圏の人口の伸びは去
年１年間で１２万８，０００人でございました。
うち９万人を超えて東京都でありました。愛知県
はおかげさまで全国でも数少ない人口が増えてい
るところであり、去年１万２，５００人、自然増で４，
０００人、後は社会増で８，０００人から９，００
０人ということでございまして、後を見ますと福岡
県が千数百人、沖縄県が４，０００人位であります。
そういう意味では愛知県は何とかまだまだ踏み止
どまっていると思いますが、中を見ますと愛知県
でも増えているのは名古屋から西三河にかけてと

いうことでございますので、ここにはまた皆さんの
ご意見を聞きながらしっかりと対策を打っていき
たいと思います。それでも今は何とか増えており、
これがまだしばらく増えます。 ２０２０年の東京
オリンピックがピークだと言われており、愛知県も
２０２０年までは増えていくという見込みでござ
いまして、それだけ今、経済が好調だということで
ございますが、さらに伸びていけるような対策をし
っかりと組んでいきたいというふうに思っておりま
すし、企業・産業をもっともっと呼び寄せて、そして
もっともっと多くの、特に若い人、女性の方が住ん
でいただけるような、そういう愛知を、そういう地
域をしっかりと皆さんと一緒に創っていきたいと
思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し
上げます。また、そういう意味では企業、産業をさ
らにということになりますと、愛知県企業庁も企業
団地の造成をしており、愛知県、企業庁が持って
いる企業団地はほとんど売れてしまい、唯一残って
いるのは新城南部工業団地が１０ヘクタールぐら
い残っておりますが、それでも半分以上売れまし
たので、今一生懸命これから造ろうしており、去年
の秋から愛西佐織で一つスタートをいたしました。
後、この春に高浜でようやくまとまりましたので、こ
れからスタートいたしますが、スタートするという
宣言をした途端に企業さんから引き合いがきまし
て、多分できたときにはすべて完売するだろうと思

（公社）愛知県宅地建物取引業協会（公社）愛知県宅地建物取引業協会
平成平成２７年度定時総会 開催年度定時総会 開催

（公社）愛知県宅地建物取引業協会
平成２７年度定時総会 開催

岡本大忍
副会長

伊藤博
全宅連会長

大村秀章
愛知県知事

谷脇暁  国土交通省
中部地方整備局副局長

服部明彦  名古屋市
住宅都市局副局長
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っておりますが、まだまだ足りませんので、しっかり
とやっていければと、またそのことが皆様のお仕
事にもいい影響が出てくるのではないかというふう
に期待をいたしております。」との祝辞を賜りました。
　続いて、谷脇暁国土交通省中部地方整備局副
局長より、「中部圏は広域地方計画という計画づく
りをしております。これは国土交通省が中心になり、
県、市、それと国の様々な出先機関、それと経済界、
これが皆一緒になり、これから概ね１０年先のこ
の中部地方の地域づくり、まちづくり、社会環境整
備等をどのように進めていくのかという計画づくり
をしているところでございます。今年度中に計画を
つくりたいと思っております。３月に骨子というも
のを公表させていただいております。その計画の
大きなポイントが３つございまして、１つは２０
２７年のリニアの開業、これの効果を最大限発揮
させる。しかも広域的に発揮させる施策をやろうと
いうのが１つ目でございます。それと２つ目は、産
業の振興、ものづくりに強みがあるわけでござい
ますので、自動車のみならず、航空宇宙産業等々、
ものづくりの産業をさらに進めていくのと併せまし
て、それ以外の部分、観光、あるいは土地取引、不

動産の関係、こういった部分は製造業と比べます
と、これから伸び代も非常に大きく、そういう部分
の産業の振興、これをしっかり図っていこうという
のが２つ目でございます。３つ目が、人口問題で
ございます。日本全体で人口減社会になるという
ことですが、愛知県をはじめとするこの中部地域
の平均の出生率は大体１．５でございまして、東
京が１．１、大阪はちなみに１．３ですが、これを
２、当面１．８にしようというのが政府の目標です
が、２ぐらいにしようと思います。東京だとその出
生率が倍ぐらいにならないと実現できないわけで
すので、これはちょっと現実的にどうかと思います
が、１．５を２となりますと、大体３割増ぐらいと
いうことで、いろいろな施策を総合していけば、そ
ういうようなこともできるのではないかと。日本全
体人口減と言われておりますけれども、愛知県を
中心として、この地域でその人口増のつぼねをつ
くる。リニアなども生かしまして、そういうような計
画づくりをしていきたいと思っています。その際、
１つ気掛かりなのは、やはり女性でございまして、
東京圏にやはり人が社会的に流出しているわけ
ですけれども、男性の１．５倍、女性がこれは継続
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して流出しております。やはり女性にとっての住み
やすい地域、魅力あるまちづくり、こういうものをし
っかりやっていくという必要があり、計画づくりを
してございます。皆様方のご意見を聞きながら、し
っかりしたものを作りたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。
　 次に、不動産業界の状況でございますが、景気
は着実にいろいろな施策もございまして、回復し
てきていると思っておりますが、新設の住宅着工
戸数を見ますと、この３月に東海４県で１１か月
ぶりに増加に転じているということでございまして、
消費増税に伴う駆け込み反動から回復の兆しが
見られるのかなと思っているところでございます。
　それと、宅建業に関わります最近の話題という
ことで、２点でございますが、１点目は、インター
ネットを活用した重要事項説明、これのガイドライ
ンがこの１４日に公表されておりまして、希望され
る事業者の方に登録をいただきまして、まずは社
会実験という形で試行した上で、その結果の検証
を行うということになってございます。２つ目は、
不動産のシステムでございますが、そのレインズ
に登録されております物件を売主自ら登録状況な
どを確認可能とする、そういうシステム機能の検討
と、これを今年度行うということになってございま
す。さらに、この４月から宅地建物取引士というこ
とで、この名称が変わり、事実上、さらに重要なサ
ムライの士になったということでございますので、
さらなるご活躍を期待しているところでございま
す。そういう中で、不動産業、国民生活経済活動の
基盤をなす国の基幹産業でございます。私ども中
部地方整備局といたしましても、皆様方を取り巻く
いろいろなニーズ、課題、これをしっかりと把握い
たしまして、皆様方と連携をさらに深めながら、一
層の市場の活性化等に取り組んでいきたいという
ふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願
いを申し上げます。」との祝辞を賜りました。
　次に、服部明彦名古屋市住宅都市局副局長よ
り、「本市では、昨年度、長期的な展望に立った持
続可能なまちづくりを進めるべく、名古屋市総合
計画２０１８を策定いたしました。本計画では、
人口減少社会における人口構造の変化への対応、
南海トラフ巨大地震への対応、リニア中央新幹線
の開業等への対応の３点を本市の将来のまちの

形に、特に大きな影響を与える重点的な課題と位
置付けており、将来を支える世代が健やかに育ま
れ、災害にも立ち向かえる力を備え、さらに発展を
続けていく力のある歴史に残る名古屋を目指して、
まちづくりを進めていくこととしております。南海ト
ラフ巨大地震への対応につきましては、昨年市独
自の被害想定を公表するとともに、減災のために
今後５年間で取り組む震災対策として、名古屋市
震災対策実施計画を策定いたしました。さらに今
年度からは防災をはじめとする危機管理について、
総合的に取り組むため、新たに防災危機管理局を
設置したほか、大規模自然災害から市民の皆様の
生命や財産を守り、本市の社会経済活動を維持
すべく、名古屋市地域強靭化計画の策定を進める
など、災害に強いまちづくりをより強力に推進して
まいりたいと決意を新たにしております。次に、リ
ニア中央新幹線の開業への対応につきましては、
昨年度にＪＲ東海、愛知県さんと交わしました名
古屋市、名古屋駅前周辺のまちづくりや、用地取
得などについての基本協定に基づき、今年１月に
はＪＲ東海さん、名古屋市まちづくり公社、本市
の三社で協定を締結いたしまして、リニア用地の
取得に関する民間との連携強化を図りながら、名
古屋駅周辺のまちづくりを進めているところでご
ざいます。昨年策定いたしました名古屋駅周辺ま
ちづくり構想に掲げます国際レベルのターミナル
駅を有する魅力と活力にあふれるまちスーパータ
ーミナル名古屋を目指してリーダーシップを発揮
してまいりたいと考えております。このように本市
のさらなる発展と、持続可能なまちづくりを進める
には、皆様との協力が欠かせません。今度ともお
互いの連携をより一層深めつつ、まちづくりを着
実に進めてまいりたいと考えておりますので、どう
ぞお力添えをいただきますよう、よろしくお願い申
し上げます。」との祝辞を賜りました。
　その後、議長に深谷政次副会長を選出、諸役の
指名が行われたのち、議事に入りました。
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　業協会総会前の同会場に
おいて、午前１１時００分
から（公社）全国宅地建物取
引業保証協会愛知本部が平
成２７年度定時総会を開催
しました。

（１）平成２６年度事業報告の件　同　事業監査報告
（２）平成２６年度決算報告の件　同　会計監査報告
（３）中央本部平成２７年度事業計画・収支予算の件

（４）平成２７年度事業計画の件
（５）平成２７年度収支予算の件

各議案の詳細については総会議案書を参照して下さい。

■承認された審議事項は次の通りです。■

【報告事項】

報告事項

第１号議案 平成２６年度事業報告承認の件
提案者：伊藤亘総務財政委員長／事業監査報告：藤田一彦監事

１．

２．
３．

４．
５．
６．
７．

（１）平成２７年度事業計画の件
報告者　梅田武久専務理事

（２）平成２７年度収支予算の件
報告者　伊藤亘総務財政委員長

（４）倫理規程制定報告の件
報告者　伊藤亘総務財政委員長

可決・承認されました。

第１号議案 幹事補充選任の件

平成２６年度事業報告について報告され、承認されました。
１．

２．
３．

４．
５．
６．
７．

第２号議案 平成２６年度決算報告承認の件
提案者：伊藤亘総務財政委員長／会計監査報告：石川博之監事
平成２６年度収支決算書について報告され、承認されました。

第３号議案 定款一部改正承認の件
提案者：伊藤亘総務財政委員長
定款一部改正について提案がされ、承認されました。

第４号議案 理事補充選任の件
提案者：梅田武久専務理事
理事候補者３名の補充選任が提案され、承認されました。

（３）定款施行規則及び支部規則一部改正報告の件
報告者　伊藤亘総務財政委員長

（公社）全国宅地建物取引業保証協会（公社）全国宅地建物取引業保証協会
愛知本部   平成２７年度定時総会愛知本部   平成２７年度定時総会

（公社）全国宅地建物取引業保証協会
愛知本部   平成２７年度定時総会

宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための人材の輩出及び
高度な人材の育成並びに優良な事業者の拡大に関する事業（公益目的事業１）
宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための相談、講習会等の普及啓発活動等に関する事業（公益目的事業２）
不動産取引等に関する人材育成及び普及啓発並びに不動産流通市場の活性化等を行うとともに、
宅地建物取引業を通じた地域社会等への貢献及び会員の業務に対する支援等を行う事業（その他事業）
行政所管課、関係諸団体との連携
公益社団法人移行後の運営対応、並びに組織体制整備に関する検討
会員支援の拡充・強化に向けた対応
その他 

宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための人材の輩出及び
高度な人材の育成並びに優良な事業者の拡大に関する事業（公益目的事業１）
宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための相談、講習会等の普及啓発活動等に関する事業（公益目的事業２）
不動産取引等に関する人材育成及び普及啓発並びに不動産流通市場の活性化等を行うとともに、
宅地建物取引業を通じた地域社会等への貢献及び会員の業務に対する支援等を行う事業（その他事業）
行政所管課、関係諸団体との連携
公益社団法人としての運営対応、並びに組織体制整備に関する検討
会員支援の拡充・強化に向けた対応
その他 
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お 問 い 合 わ せ 先

（公社）愛知県宅地建物取引業協会　宅建試験係　
〒４５１－００３１　名古屋市西区城西５－１－１４（愛知県不動産会館）

ＴＥＬ：０５２－９５３－８０４０

平成２７年１０月１８日（日）
午後１時～３時まで（登録講習修了者は午後１時１０分～午後３時まで）

　宅建試験は、不動産取引の専門家である宅地建物取引士に必要な知識を問う試験で、その内容
は宅建業法のみならず、不動産取引に密接に関連する民法等の法令など多岐にわたり、最もチャレ
ンジしやすい資格試験としても知られています。
　宅建試験は一度合格すると一生有効です。ただし、宅地建物取引士として実際の仕事に従事する
場合には、都道府県知事への登録・宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。

● 試験日および試験時間

年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できます。
※愛知県内で受験できる方は、愛知県内に住所（居所）を有する方のみです。

● 受験資格

７月１日（水）～７月３１日（金）
＜郵送希望の場合＞
Ａ４判用紙が折らずに入る角２返信用封筒（住所・氏名を記載し、１４０円切手を貼付したもの）を
用意して下さい。次に、この返信用封筒を、「宅建試験案内請求」と朱書した上、７月１６日（木）ま
でに、下記お問い合わせ先住所にご郵送して下さい。後日、案内を返信用封筒に封入して、お送りい
たします。

● 受験申込書配布期間

（公社）愛知県宅地建物取引業協会本部および各支部、各県民相談室、愛知県第一官報販売所、星
野書店、丸善、ジュンク堂書店、精文館書店、宮脇書店、正文館書店、ちくさ正文館、同盟書林、紀伊國
屋書店、三省堂書店、くまざわ書店、いけだ書店、ブックセンター名豊、いまじん、鎌倉文庫　※一部
書店に設置しております。

※詳細については、「愛知県宅建協会ＨＰ（http://aichi-takken.or.jp）→宅地建物取引士情報→
　宅地建物取引士試験案内→案内配布期間・場所」を参照下さい。

※必ず「試験案内」を読んで頂き、記載内容に同意した上で申込んで下さい。

● 受験申込書配布場所

＜インターネット受付＞
平成２７年７月１日（水）午前９時３０分～７月１５日（水）午後９時５９分 
※受付時間に注意して下さい。

● 受験申込受付（登録講習修了者も同じ）

＜郵送受付＞
平成２７年７月１日（水）～７月３１日（金）　※受付期間内の消印がある簡易書留のみ受付します。
お問い合わせ先住所

（一財）不動産適正取引推進機構   (http://www.retio.or.jp)　　

受付期間

アドレス

受付期間
送 付 先

平成２７年度　宅地建物取引士資格試験（宅建試験）
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宅建業法「従業者への教育義務規定」への対応に！
不動産キャリアパーソン！

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

HP：http://www.zentaku.or.jp/public/training/career/index.html

お申込みから受講の流れ
◆申込方法
・全宅連ホームページからWEB申込
・都道府県協会への書面申込
　※申込書は愛知宅建本部・支部にございます。

知識・経験豊富なベテランの方にも知識・経験豊富なベテランの方にも！　

宅地建物取引士の方にも！　宅地建物取引士の方にも！　

新入社員や一般従業者の方にも！新入社員や一般従業者の方にも！
　

不動産取引に関わる全ての方に最適です！不動産取引に関わる全ての方に最適です！

不動産キャリアパーソンとは
■不動産取引実務の基礎知識修得を目的とした全宅連が実施する通信教育講座です。
■宅建業従業者、経営者、宅建士に限らず一般消費者など不動産に関わる全ての方に受講いただけます。
■知識や実務の再確認として、さらに会社の従業員研修としても利用されています。

受講者全国受講者全国

１万４千人突破！１万４千人突破！
受講者全国受講者全国

１万４千人突破！１万４千人突破！

◆受講料
都道府県協会会員およびその従業者：８，０００円＋消費税
それ以外の方：１２，０００円＋消費税
　※受講料には、通信教育費、修了試験受験料（１回分）、資格登録料全てが含まれます。
　※お振込みの場合、手数料は受講者様負担となります。
　※インターネット申込の場合は別途事務手数料（３００円：税別）がかかります。
◆教材到着・修了試験申込方法
申込後、教材と受講票ハガキが到着します。試験会場はお席に限りがございますので、教材到着後、先に修了試験
のお申込をお勧めします。
　※修了試験は受講期間内（１年間）に受験してください。１年を経過した場合、受験できなくなります。

◆学習
申込まれた試験日に向けて、各自学習を行ってください。
学習方法は教材の講座テキストとテキスト学習の補助として、
インターネットからテキストの解説講義動画をご覧いただけます。

◆修了試験
各試験会場のパソコンを使用して行われます。
試験問題：全４０問（４肢択一試験）　試験時間：６０分　合格判定基準：４０問中７割以上の正答　
試験日：各都道府県指定会場において月１回以上開催

資格資
をゲをゲ
ットット

しよしよし
う！う資格

をゲ
ット

資格
をゲ
ット

しよ
う！

しよ
う！資格

をゲ
ット

資格
をゲ
ット

しよ
う！

しよ
う！

◆合格・資格登録
合格者には「不動産キャリアパーソン合格証書」が交付されます。
全宅連に資格登録申請されますと、「不動産キャリアパーソン資格登録証」
とネックトラップ付きカードケース、「有資格者在籍店ステッカー」が送られます。
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お 問 い 合 わ せ 先

（公社）愛知県宅地建物取引業協会  内  愛知県不動産コンサルティング協議会
〒４５１-００３１ 名古屋市西区城西５－１－１４

 ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５　ＦＡＸ：０５２－５２１－１８３８

愛知県不動産コンサルティング協議会では、基礎教育講座を下記の日程で開催します。
不動産コンサルティング技能試験を受験しようと考えている方の受験勉強に

役立つものとなっていますので、是非参加してみて下さい。

　（公財）不動産流通推進センターが実施する「不動産
コンサルティング技能試験」に合格して、不動産コンサル
ティング業務に関する知識があると認められた方々です。
　この方たちは、「公認 不動産コンサルティングマスタ
ー」として同センターに登録されています。

公認  不動産コンサルティングマスターって？
以下の資格を有することとなります。
　①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」
　　となる資格
　②「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請
　　者」及び「重要な使用人」の知識についての審査　
　基準を満たす資格
　③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資
　　運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

公認  不動産コンサルティングマスターであれば…

次の①～③のいずれかに該当する方
　①宅地建物取引士資格登録者で現に宅地建物取引
　　業に従事している方、又は今後従事しようとする方
　②不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事してい
　　る方、又は今後従事しようとする方
　③一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に
　　従事している方、又は今後従事しようとする方

不動産コンサルティング技能試験受験資格

基礎教育講座受講内容基礎教育講座受講内容

　試験合格後の技能登録のためには、受験資格①～③
についての資格登録後、その業務に関する５年以上の
実務経験を有すること等の要件が必要です。①～③の業
務の通算（合計）で「５年以上」とすることはできません。

不動産コンサルティング技能登録

受講資格

定 員

講座内容

受 講 料

コ ー ス 名

開 催 日

講 習 時 間

申込締切日

会 場

事業・実務編

９月７日（月）

８月２４日（月）

建築・法律編

９月１４日（月）

８月３１日（月）

税制・経済金融編

９月２４日（木）

９月１０日（木）

宅地建物取引士の方ならどなたでも受講できます。

１００名（各コース）

次の３コース

（何コースでも受講可）　１５,０００円（各コース）

※今回は、当協議会が受講料の内５,０００円
　を負担しますので、各講座とも１０,０００円
　で受講できます。詳細につきましては、
　下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
※教材は受講料に含まれています。

●申込書は宅建協会ホームページよりダウンロードして下さい。

本年度も受講料を
５,０００円負担します ！！

１０時００分～１７時００分

ウインクあいち（ 名古屋市中村区名駅４丁目４ー３８）

ホームページ　http://aichi-takken.or.jp/

不動産コンサルティング基礎教育講座受講案内
コンサルティング技能試験の受験者に朗報！
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「一人暮らしに関する意識調査」結果報告

【一人暮らしに関する意識調査概要】

■「間取りの広さ」（68.8％）「日当たり」（59.9％）「駐車場の有無」（46.4％）
■女性は男性と比較して、建物について重視するポイントが広い。
■「セキュリティ」において、女性は男性と比較して22.4％も高く重視している。

Q 一人暮らしの部屋探しをする場合、家賃以外に「環境」について重視するポイントを教えて下さい。（複数回答可）

■「コンビニ・スーパーなどの有無」（67.3％）「駅が近い」（43.8％）「静けさ」（42.9％）
■全体・男女ともに環境・利便性を重視している。

①
②

Q 一人暮らしの部屋探しをする場合、家賃以外に「建物」について重視するポイントを教えて下さい。（複数回答可）

③
④

0 10 20 30 40 50 60 70 80

68.8%
35.7%

59.9%
36.4%
34.1%

46.4%
9.5%

3.7%
（%）

お 問 い 合 わ せ 先

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
ＴＥＬ：０３－５８２１―８１８１ HP：http://www.zentaku.or. jp/index.php

女　性 男　性 総　計
性　別

70.7％
42.5%
68.7%
41.6%
45.9%
44.4%
13.5%
3.9%

67.0%
29.6%
51.9%
31.7%
23.5%
48.2%
6.0%
3.4%

68.8%
35.7%
59.9%
36.4%
34.1%
46.4%
9.5%
3.7%

総計

間取りの広さ

築年数

日当たり

耐震性 ( 木造､鉄骨等の構造 )

セキュリティ

駐車場の有無

ペット可

788
474
765
463
511
495
150
44

1,114
828
366
642
392
291
596
74
42

1,236
1,616
840
1,407
855
802
1,091
224
86

2,350

その他

女　性 男　性 総　計
性　別

44.2%
47.7%
41.7%
9.1%
68.3%
29.4%
12.7%
3.4%
1.8%
2.2%

492
531
465
101
761
327
142
38

1,114

20
24

38.3%
40.4%
44.0%
2.8%
66.4%
22.5%
14.7%
3.1%
2.2%
0.8%

473
499
544
34
821
278
182
38

1,236

27
10

41.1%
43.8%
42.9%
5.7%
67.3%
25.7%
13.8%
3.2%
2.0%
1.4%

965
1,030
1,009
135
1,582
605
324
76

2,350

47
34

総計

学校・職場に近い

駅が近い

静けさ

知人が近くにいる

コンビニ･スーパーなどの有無

医療機関の有無

公園などの自然環境

地域ブランド
高齢者介護施設の有無

その他
0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

41.1%
43.8%
42.9%

5.7%
67.3%

25.7%
13.8%

3.2%
2.0%
1.4%

10％以内 29.8％

Q 一人暮らしにおいて、あなたが妥当と
思う家賃を教えてください。

Q 一人暮らしにおいて、あなたが妥当と
思う「月収に占める家賃の割合」を教
えて下さい。

２万円台 7.9％

3 万円台 24.2％

4 万円台 23.0％

5 万円台 23.5％

7 万円台 2.9％

8 万円台 2.0％

9 万円台 0.2％

10 万円台 0.4％

２万円未満 8.6％２万円未満 8.6％２万円未満 8.6％

10％以内 , 29.8％10％以内 , 29.8％10％以内 , 29.8％

20％, 41.9％

30％, 23.6％

40％, 3.1％ 50％以上 , 1.5％

全体Ｎ＝2350全体Ｎ＝2350

6 万円台 7.4％6 万円台 7.4％6 万円台 7.4％

　全宅連・全宅保証では、不動産取引に関連する知識の啓発事業のための資料収集の一環として、インターネッ
トを利用したアンケート調査を実施し、「一人暮らしに関する意識調査」結果を取りまとめました。　
　一人暮らしの“良いこと（満足点）”では、
「自由きまま」「家族への気兼ねがない」
「マイペースで生活できる」、“困ること（不
満点）”は「病気などの不安感」「家事全般
が面倒」「郵便物などの受け取りが困る」
と回答が多くみられました。以下、調査結
果を一部抜粋して報告します。

調 査 期 間
調 査 方 法

調 査 対 象
有効回答者数

平成２７年２月２０日～２月２３日
専用フォームによるインターネット
アンケート結果
日本国内全域の１８歳以降の男女
２，３５０件
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　この制度は、宅地建物取引士が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して提起された
損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金をお支払いする制度です。
　補償の対象となる業務とは、宅地建物取引士が適正に遂行した次の業務です。

平成２７年７月１日～平成２７年７月２４日

お申し込み期限は７月２４日となっております。
ぜひ、この機会にご加入いただき、ご活用下さい。

宅地建物取引業法第３５条に定める

◆保険金の種類： １. 損害賠償金

加
入
方
法

◆補  償  期  間：

◆保険金と免責金額（宅地建物取引士１名あたり）

平成２７年１１月１日から平成２８年１１月１日までの１年間

○１事故につき・・・・・・・・・・・・・・・・
○補償期間中の総てん補限度額・・・・・・・・・
○免責金額（自己負担額）・・・・・・・・・・・・・・・

３. 損害防止軽減費用

※中途加入はできませんのでご注意下さい。

※次年度以降の契約更新は、
事前にご案内のうえ、
１年ごとに継続します。

２. 訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用

年
に
一

度の
募集です。お

忘
れ
な
く！

募集締め切り７月２４日まで！

1 「重要事項の説明等」
宅地建物取引業法第３７条に定める2 「書面の交付」

◆保険料（宅地建物取引士1名あたり）

５,０００円
１.募集期間

パンフレットに添付されている加入申込書と口座振替用紙に必要事項
をご記入・捺印のうえ、同封の返信用封筒にてご返送下さい。
（保険料は、会員または宅地建物取引士個人の口座から引き落としさせ
ていただきます。なお、事業者より引き落とした保険料は、全額損金処理
が可能です。）
　なお、パンフレットにつきましては、この広報誌が配送されました封筒
に同封されております。詳しい内容、お問い合わせ先等は、パンフレット
をご参照下さい。
　また、支払い事例につきましては、愛知宅建サポート（株）ホームペー
ジをご参照下さい。

４.加入手続き

（公社）愛知県宅地建物取引業協会会員（事業
所）に従事している宅地建物取引士

２.加入資格者

年齢制限はありません。
３.加入年齢

宅地建物取引士賠償責任保険制度のご案内

５,０００万円
１億円
３万円

建築住宅着工統計概要（平成２７年３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１１.１％減(１,３８５戸)、
貸家は１８．３％増(１,８７７戸)、給与住宅は
４５．２％減(６３戸)、及び分譲住宅は１９．
７％増(１,６１９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１７．２％増(５２８,０９６
㎡)、非居住用は１０．２％減(２６８,３９９㎡)と
なり、全体では６．３％増(７９６,４９５㎡)とな
った。
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※愛知県警察ホームページの住宅防犯診断チェック表を活用して、自宅や物件の防犯診断をしてみて下さい。
愛知県警察ホームページ　http://www.pref.aichi. jp/police/

（県警ホームページ→街頭における犯罪→街頭犯罪等被害防止のポイント→住宅対象侵入盗→自己防犯診断チェック表！）

・ 塀、植栽などで見通しが妨げられないようにする。
・ センサーライト、門灯などを配置して夜間の見通しを確保する。
・ 人による監視の代替・補完として防犯カメラを設置する。

（１） 「周囲から住宅や侵入口がよく見えるようにする」

・ 外周柵や門扉の設置により侵入しにくくする。
・ 住民同士の「あいさつ運動」などで地域のコミュニティを活性化し、地域全体の領域性を高
　める。

（２） 「侵入をさせない領域を明確にする」

・ カギ付の門扉を設置するなどして、建物そのものに近づけさせない。
・  塀、物置やカーポートなどを建物から離して設置し、ベランダや２階窓への足場として利用
　させない。

（３） 「住宅や侵入口に犯人を近づけない」

・  窓、ドア、面格子などを防犯性に優れた「ＣＰ建物部品」で強化する。
・  補助錠、サムターンカバーなどで、窓やドアの防犯性能を補強する。

（４） 「窓、ガラス、錠などを強固にする」

（１） 「侵入に時間を掛けさせる」　補助錠やＣＰ建物部品等を利用する。

（２） 「音で威嚇する」　警報機や防犯砂利を活用する。

（３） 「周囲を明るくする」　センサーライトや門灯などで家の周りを明るくする。

（４） 「地域の連携を強化する」　住民同士であいさつをしたり不審者に声かけをする。

犯罪を防止するための４つの原則、それは「時間・光・音・地域の目」です。この４原則に
基づいた対策を組み合わせることで、より大きな防犯効果が得られます。

防犯環境設計とは、犯罪をしようとする者に、犯罪を「あきらめさせる」「やめさせる」よ
うに工夫された建物や住宅の設計のことで、４つの基本的な原則があり、これを組み合わ
せて導入することが重要です。

○住宅は、本来、人が一番くつろぐことができる場所のはずです。しかし、愛知県ではその住宅に侵入するドロボウ     
が全国で最も多発している状況です。
　自分自身がこうした犯罪の被害に遭わないために、また家族を犯罪から守るために、新築、リフォーム、住み替
えの際には、住宅を選ぶ基準として、耐震、エコだけでなく、必ず『防犯』も検討項目に加えて下さい。
○既設住宅を防犯住宅にするより、新築、リフォームの際に防犯住宅にした方が経済的ですし、エコにもつながり
ます。新築、リフォームの際には住宅メーカーなどの住宅事業者に、防犯への配慮についてぜひ尋ねて下さい。

１．防犯の４原則（ドロボウが嫌うもの）

２．防犯環境設計（ＣＰＴＥＤ）

不動産に関する防犯について
防犯対策
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　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。

MONTHLY REPORT◎巻頭ページ「地名クイズ　なんと読む？」の答えは『ひつえちょう（後江町）』です。

　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。

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

免許更新はお早めに！支部へ書類・写真提出も必要です！

免許更新に伴い、会員証を発行しておりますので、更新手続き後に、貼付する写真（撮影後３カ月以内）をお早めに
書類とともにご提出下さい。なお、新しい会員証を受領されるまでは従前の会員証をご利用下さい。

会員証用写真提出のお願い

横井五六　愛知県議会議長 藤沢ただまさ　名古屋市会議長

　木全会長をはじめとした執行部は、横井五六愛知県議会議長、藤沢ただまさ名古屋市会議長を訪問し、
顧問委嘱を行いました。
　両議長とも、不動産業は政策産業であることについてご理解いただき、快く就任をお引き受けいただきました。

  愛知県議会議長・名古屋市会議長顧問委嘱
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●
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本誌内容の無断転載はご遠慮下さい。 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。

全国約１０万会員、県内約５,７００社（約９０％）の宅建業者が加入する
業界最大のネットワークと豊富な会員支援ツールが貴社の成功をサポートします！

不動産業をはじめるなら、信頼と安心のハトマークの宅建協会で一緒に仕事をしましょう！

業界最大のネットワーク！全国４７都道府県に約１０万社、
県内の宅建業者約９０％（約５,７００社）がハトマークの仲間！

営業保証金の供託免除で開業時の費用負担を大幅に軽減！　

最新の業界情報をホームページ・会報誌・ＦＡＸ・毎月の送付物で提供！

豊富な物件情報をリアルタイムで活用！レインズも利用できます！

充実の各種研修・教育制度で知識修得をバックアップ！　

会員専用の各種契約書等書式の利用で事務負担が軽減！　

会員向け法律相談で弁護士相談が無料！

取引に安心と信用を与える手付金保証制度、手付金等保管制度が利用できます！

県下１５支部の地域ネットワークが心強い味方！

会員限定の長期固定・低金利の全宅住宅ローンが取り扱えます！

業務支援組織「愛知宅建サポート株式会社」の各種事業を利用して収益アップ！

不動産開業・入会のご相談はお気軽にご連絡下さい。

（公社）愛知県宅地建物取引業協会　ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５
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　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。

／人材育成委員会
／委員長　二村　伝治
／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２７年６月２０日発行　通巻４６５号

編 　 　 集
編集発行人
発 行 所

TEL：052-522-2575

宅建協会入会メリット
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