会員各位

令和２年１１月号
公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部
公益社団法人不動産保証協会岐阜県本部
一般社団法人全国不動産協会岐阜県本部
本部長 浅野 勝史

～岐 阜 県 本 部 だより～
〔１〕令和２年度第２回法定研修会のお知らせ
下記のとおり研修会を実施いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。
記
【開催日時】

令和２年１１月４日(水) １３時２０分～１６時３０分

【開催場所】

岐阜グランドホテル ２階 「雪の間」
（岐阜市長良６４８ ＴＥＬ ０５８-２３３-１１１１）

第１部 １３：３０～１４：００
【研修内容】
【講

師】

「想定し得る最大規模の降雨」に対応した水害リスク情報について
岐阜県県土整備部 河川課 企画環境係
技術課長補佐兼係長 大野 哲也 氏

第２部 １４：１０～１６：３０
【研修内容】
【講

師】

改正民法の適用事例～具体的事例に基づく～
志學館大学法学部 名誉教授 長瀬 二三男氏

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日はマスク着用にて参加下さいますようお願いします。
また、当日受付にて検温させていただきます。３７．５度以上の方は、受講をご遠慮して頂く場合もあります
のでご了承下さい。

岐阜グランドホテルのご案内
●岐阜バス（名鉄岐阜駅、JR 岐阜駅より約２０分）
加野団地線三輪釈迦行き・若井山かさ神行き２０分—長良川温泉下車（岐阜グランドホテル前）
●無料駐車場 （２００台）あります。
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〔２〕令和２年度第１回法定研修会のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和２年度第１回法定研修会は、「ｅラーニング」で実施させて
頂きます。すでに「ｅラーニング」を受講されました会員の方は、第１回法定研修会を出席とさせて頂きました。
まだ、受講されていない会員の方は、実施期間に、下記の要領にて受講して頂きますようお願い申し上げま
す。
また、パソコンの環境が整っていない方は、事務局よりテキストを郵送しますので、ご連絡下さい。（岐阜県本
部事務局ＴＥＬ０５８－２７２－５９６８)
テキスト到着後、ご自宅で熟読し、効果測定に解答していただき、岐阜県本部事務局(ＦＡＸ０５８－２７６－０３
１１)まで送付して下さい。
記
【実施期間】

令和２年６月１日から令和３年２月２６日まで

【講義内容】

第１部
講
第２部
講

【受講方法】

「ラビーネット」にアクセスし、「全日保証ｅラーニング研修」のコンテンツから講義動画を視聴

「不動産取引における紛争事例と解決のポイントⅡ」（６０分）
師 海谷・江口・池田法律事務所 弁護士 江口 正夫 氏
「２０２０年度税制改正のポイント」（６０分）
師 上野雄一税理士事務所 税理士 上野 雄一 氏

して下さい。
※「ラビーネット」ＵＲＬ https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
※受講するにはラビーネットのＩＤとパスワードが必要となります。
【ｅラーニング研修システム（法定研修）へのログイン方法】
ラビーネット
ＩＤとパスワードでログイン
【受講対象者】

ｅラーニング管理

確認

設定

研修受講
はこちら

法定研修
２０２０

当本部に所属する会員の代表者、宅地建物取引士及び宅地建物取引業の業務に従事し、
又は従事しようとする者

【受講完了条件】

講義動画の全編（全ファイル）を最後まで視聴し、講義ごとに設定された効果測定の
詰問について５割以上正解したうえで、システム上で受講完了申請を行って下さい。
※受講完了者には「研修済証」のＰＤＦデータをメール配信いたします。

【問い合わせ先】

岐阜県本部事務局 TEL：０５８－２７２－５９６８

ＦＡＸ：０５８－２７６－０３１１

〔３〕民法改正に関するｅラーニング（Ｗｅｂ）公開のお知らせ
「民法改正が実務に与える影響」をテーマとした講義動画を「全日保証研修ｅラーニングシステム」に公開し
ていますので、ご活用下さい。
【受講方法】 全日会員支援サイト「ラビーネット」 ｈｔｔｐｓ://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
ラビーネット
ＩＤとパスワードでログイン

全日・保証
ｅラーニング研修

ｅラーニング受講

ｅラーニング用
ＩＤ・パスワード

なお、受講の際、ラビーネットＩＤとパスワードが必要となります。「ラビーネット」にまだ加入されていない方は、岐
阜県本部事務局（ＴＥＬ０５８－２７２－５９６８）までご連絡下さい。入会申込書を送付させていただきます。
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〔４〕「月刊不動産」の冊子購入希望のご案内
毎月郵送していました「月刊不動産」の誌面での提供が終了し、４月より、協会ホームページからいつでも閲
覧いただけるようになりましたが、「月刊不動産」を冊子でご購読を希望される方は、１冊２２０円で承りますので、
岐阜県本部事務局（ＴＥＬ０５８-２７２－５９６８）までご連絡下さい。

〔５〕令和２年度会費の納入について
６月に令和２年度会費請求書を発送させていただきました。まだお振込みがお済でない方は、納入下さいま
すようお願いいたします。なお、すでに納入して頂きました方、ありがとうございました。

〔６〕「賃貸住宅入居者総合保険」「テナント総合保険」代理店募集のお知らせ/全日ラビー少額短期保険株式会社
「全日ラビー少額短期保険株式会社」は、全日会員の為に設立された全日グループの少額短期保険会社で
す。つきましては、賃貸不動産をお取扱いされています全日会員の皆様より、代理店を募集しています。代理
店希望の会員の方は、資料を送付させていただきますので、岐阜県本部事務局（ＴＥＬ０５８-２７２-５９６８）まで
ご連絡下さい。

〔７〕総合資格学院「令和３年度宅建試験対策講座」のご案内/（一社）全国不動産協会（ＴＲＡ）
この度、総合資格学院とＴＲＡが提携いたしましたので、ＴＲＡ会員だけに、下記の「令和３年度試験対策講
座」を特別価格で受講していただける事となりました。受講をご希望の方は、申込書を送付いたしますので、岐
阜県本部事務局（ＴＥＬ０５８-２７２-５９６８）までご連絡下さい。
記
令和３年度 試験対策講座
講義回数
通常価格（税抜） 提携特別価格（税抜）
宅建パーフェクト総合セット
講義３５回/１６５時間（試験前年１１月より） 290,000 円
２１０，０００円
宅建総合講座
講義２３回/１２８時間（試験年４月より） 250,000 円
１７０，０００円
宅建パワーアップ演習講座
講義７回/５３時間（試験年９月より） 100,000 円
８０，０００円
賃貸不動産経営管理士ＷＥＢ講座
講義１１回/２４時間（試験年７月より） 82,000 円
５０，０００円

〔８〕新規入会者・諸変更事項について
【新 規 入 会 者】 新しく入会されました会員の方を紹介します（１０月分）
入会日

商

号

事務所所在地

Ｒ２.１０. １

山村不動産

土岐市泉町久尻１４-１６

Ｒ２.１０.１５

㈱郡上長良川製材所

郡上市大和町徳永６７８-１

【諸 変 更 事 項】 諸変更事項については次の通りです。
届出年月日
商
号
変 更 事 項
Ｒ２.１０.１９

㈱まちの不動産

Ｒ２.１０.１９

㈱ＡＶＡＮＴＩＡ 岐阜店

ＴＥＬ番号
ＦＡＸ番号
政令使用人
専任宅建士
専任宅建士
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代表者氏名
宅地建物取引士
山村 洋二
山村 洋二
佐野 浩一
水野 尚博

Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ
０５７２（５４）２１０９
０５７２（５４）２１０９
０５７５（８８）３２２８
０５７５（８８）３２２９

変 更 前

変 更 後

０５７２（５６）１１８８
０５７２（５６）１１８９
川井 正尚

０５７２（５６）２２７７
０５７２（５６）２２７８
中島 敦
中島 敦
田中 敏晴

〔９〕免許更新について
対象の方へは、免許申請書一式を送付いたしました。お早めに更新をお済ませ下さい。
【令和３年３月更新分】
商
号
代 表 者
免許有効期限（至）
アペルコミティ㈱
石川 康彦
令和３．３． ８
㈱アルカディアホーム
小笠原 隆夫
令和３．３．２４
エムキュー開発
高橋 明久
令和３．３． ９
エムズ開発㈱
髙橋 正春
令和３．３．１７
※なお、更新の済まれた方は、 免許申請書の内、法人の場合＝第１面（要受付印）、第２面、第３面、添付
書類（３）、（４）、（８）。個人の場合＝第１面（要受付印）、第３面、添付書類（３）、（８）の写しを郵送またはＦＡＸ
（０５８-２７６-０３１１）にて事務局まで提出願います。新しい従業者証明書が必要な方は事務局までご連絡下さ
い。

〔１０〕被保険者記号・番号等の取扱いについて/国土交通省不動産・建設産業局
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健
康保険等の被保険者証等に記載された被保険者記号・番号等について、健康保険事業又はこれに関連する
事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和２年１０月１
日から施行されることとなりました。
犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、本人確認書類として各種被保険者
証等の提示を求めることは可能ですが、当該各種被保険者証等の被保険者等記号・番号等を書き写すことが
ないようお願いいたします。この場合において、当該各種被保険者証等の写しをとる際には、当該写しの被保
険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施した上で確認記録に添付するようお願いいたします。
また、記録事項については、その名称に加えて、発行主体及び交付年月日等を記録する必要がありますので、
ご留意いただきますようお願いします。

〔１１〕ＰＣＢ廃棄物の適正な処理促進に関する説明会のご案内/環境省・経済産業省
ＰＣＢを含む機器・廃棄物の処分には地域ごとに決められた期限があり、期限を過ぎると罰則を受け、処分
できなくなる可能性があります。ＰＣＢ廃棄物の処理に必要な最新情報についての説明会が下記の日程で開
催されます。参加ご希望の方は、事前の予約が必要となりますので、下記のＵＲＬからお申込み下さい。
記
【開催日】 令和３年１月１５日（金）
【会 場】 ウインクあいち
【参加費】 無料
【お申込みＵＲＬ】 http://supportoffice.jp/pcb2020/
【お問い合わせ】 ＴＥＬ０３－５２２９－６８８３

〔１２〕岐阜県水源地域保全条例施行規則の一部改正について/岐阜県林政部
岐阜県水源地域保全条例施行規則の一部が改正され、水源地域内の土地売買等又は開発行為を行う場
合は事前の届出が必要となりました。令和３年１月１日より施行されますので、会員の皆様にお知らせいたしま
す。
岐阜県水源地域保全条例

検索 ☜ http://www.pref.gifu.lg.jp/page/9280.html

〔１３〕中部レインズＩＤ・パスワードの保管について/（公社）中部圏不動産流通機構
令和３年１月４日（月）から新レインズシステムがスタートします。中部レインズにログインする際に、現在利用
中のユーザーＩＤ・パスワードはブラウザで自動保存されていますが、新システムに移行しますと引き継がれま
せん。つきましては、令和３年１月４日以降、最初にレインズシステムにログインする際には、再度ユーザーＩＤ・
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パスワードを入力していただくことになりますので、ご注意下さい。
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