会員各位

令和３年３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〕全日岐阜県本部正会員２００社達成記念品及びコロナ対策支援グッズ送付のお知らせ
２月中旬の送付を予定しておりました贈呈品につきまして、業者より納品が遅れましたので、３月上旬に会員
の皆様へご送付させていただきます。今しばらくお待ちください。
【贈呈品】 ①伸び縮み複合筆記具 (シャーペン/ボールペン黒、赤)
②瞬乾２段式スタンプ台
③２穴パンチ
④抗原検査キット (新型コロナウィルス感染症対策)
⑤令和２年度版 宅地建物取引業務の知識 (法定研修会テキスト)

〔２〕令和２年度第３回法定研修会のお知らせ
令和２年度第３回法定研修会は、自宅学習となります。贈呈品の中にありますテキスト『令和２年度版 宅地
建物取引業務の知識』を熟読していただき、同封しています効果測定にご解答下さい。解答していただいた効
果測定は岐阜県本部事務局まで送付して下さい。事務局にて採点させていただき、６割以上の正解で第３回
法定研修会を出席とさせていただきます。(１事業者につき１解答で可)
記

【第３回法定研修会テキスト】 令和２年度版 宅地建物取引業務の知識
【解答締切日】

令和３年３月１９日(金)

【ＦＡＸ送付先】

０５８-２７６-０３１１(岐阜県本部事務局)
以上

〔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。

〔４〕ｅラーニング(Ｗｅｂ)全日ステップアップトレーニング賃貸編のお知らせ
ｅラーニングにて、全日ステップアップトレーニング賃貸編が受講できますので、会員の皆様にお知らせしま
す。
受講方法は、上記の【受講方法】をご参照ください。本講習は会員皆様の知識向上等を目的とした任意で受
講する研修ですので、興味のある講義コンテンツから閲覧することが可能です。順不同で閲覧できます。また
テキストは、講義ごとに用意していますので、「テキスト」からダウンロードし、ご活用下さい。
≪全日ステップアップトレーニング賃貸編 講義メニュー≫
〔１〕賃貸基礎編

〔２〕賃貸管理編

〔３〕民法改正解説編
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〔５〕不動産業開業セミナー開催のお知らせ
不動産業開業セミナーを下記のとおり開催いたしますので、お知り合いに不動産開業をお考えの方がおみえ
になられましたら、是非お声をおかけ下さいますようよろしくお願いいたします。 参加ご希望の方は、事前に
岐阜県本部事務局（０５８-２７２-５９６８）までご連絡くださいますようお伝えください。
【開催日時】
【開催場所】

令和３年３月３日（水）１３時３０分～１５時３０分 (受付１３：１５～)
全日岐阜会館 ２階大会議室 （岐阜市加納上本町３丁目２３番地）

〔６〕令和２年度末の退会について
当協会の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとなっております。つきましては、令和２年度内に
廃業届を県庁に提出された方、並びに免許の有効期限満了につき更新しない場合は、令和３年３月３１日（水）
(必着)までに退会届等の書類を岐阜県本部にご提出下さい。なお、令和３年４月１日以降に退会届を提出され
た場合には、令和３年度会費を全額納めていただくことになります。ご了承下さい。

〔７〕「宅地建物取引士賠償責任保険」加入手続きのご案内/(一社)全国不動産協会
「宅地建物取引士賠償責任保険」について、本年度より(一社)全国不動産協会で取り扱うこととなりましたの
で、現在、「宅地建物取引士賠償責任保険」にご加入されています会員の皆様につきましては、新たに「加入
申込票」及び「預金口座振込依頼書」のご提出が必要となります。大変お手数をおかけしますが、郵送されてい
ます「加入申込票」、「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、パンフレットに記載してあります(一
社)全国不動産協会まで郵送にて送付いただきますようお願いします。

〔８〕「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。

〔９〕諸変更事項・従たる事務所の廃止について
【諸 変 更 事 項】 諸変更事項については次の通りです。
商
号
変更事項
変 更 前
届出年月日
Ｒ３.２. ５
Ｒ３.２. ８

㈲夢現工房
舘林宅建㈱

Ｒ３.２. ８

㈱舘林林業

R３.２.１２

東建コーポレーション
㈱多治見店
東建コーポレーション
㈱
ホームメイト大垣店

Ｒ３.２.１５

㈱ミライエ

R３.２.２４
R３.２.２５

所在地

変 更 後

岐阜市市橋１丁目１１-５ 岐阜市市橋１丁目１６-１０

所在地

恵那市飯地町２８９７

恵那市大井町２０８７-５２１

TEL 番号

０５７３-２２-３３５８

０５７３-２６-３４１４

専任宅建士

井手 志磨

小澤 幸穂

専任宅建士

山根 三奈

井手 志磨

専任宅建士

舘林 麗子

専任宅建士

美濃羽 美恵

大坪 憲謙

専任宅建士

大坪 憲謙

佐久間 知美

代表者

森

浩

中島 昌代

所在地

岐阜市東鶉７丁目７-２

岐阜市六条南１丁目１０－５

(㈱賃貸ステーション 各務原店

専任宅建士

小川 貴史

澤井 美穂

美濃善不動産㈱

専任宅建士

平井 良久

大西 幸代

美濃善不動産㈱
長良店

政令使用人

坪内 憲和

赤井 紀輝

専任宅建士

坪内 憲和

赤井 紀輝
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【従たる事務所の廃止】
廃止年月日
Ｒ３.１. ８

商

号

舘林宅建㈱ 恵那店

事務所所在地
恵那市大井町２０８７－５２１

代表者

摘 要

小澤 竜太

廃 止

〔１０〕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すので、お早めに更新をお済ませ下さい。
【令和３年７月更新分】
商
号
代 表 者
免許有効期限（至）
金子建築工業㈱
鈴木 秀利
令和３．７．２３
㈲亀津建築
亀津 雅
令和３．７．２６
㈱ミツワ
福田 善成
令和３．７．２７
イワタ建設㈱
杉本 高男
令和３．７．３１
※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３．
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。

〔１１〕宅地建物取引業法に係る受付窓口について/岐阜県建築指導課宅建係
宅地建物取引業法に係る受付窓口について、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、宅建係窓口
においての手続きは、事前予約制となりました。会員皆様の安全確保のため、ご理解とご協力いただきますよう
よろしくお願いします。
【宅 建 係 窓 口 受 付 時 間】 平日：９時００分～１６時３０分
【岐阜県建築指導課宅建係】 ＴＥＬ：０５８－２７２－８６８０

〔１２〕建築物防災週間における防災対策の推進ついて/岐阜県都市建築部建築指導課
岐阜県では、令和３年３月１日(月)から３月７日(日)まで、建築物防災週間(令和２年度春季)として各種対策を実
施いたします。つきましては、本週間の趣旨をご理解頂き、建築物の防災対策の推進にご協力をお願いすると
ともに、取り組みに当たっては、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に万全を期していただくよう重ねて
お願いいたします。
【お問合せ先】岐阜県都市建築部建築指導係
TEL０５８-２７２-１１１１ 内線３７９０

〔１３〕高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について/岐阜県環境生活部廃棄物対策課
高濃度の PCB を含有する安定器等汚染物の処理期間(令和３年３月３１日)が迫っていることから、早期に PCB
廃棄物及び PCB 使用製品を処理するために、会員の皆様からの情報共有にご協力をお願いします。

〔１4〕「瑞浪市立地適正化計画」届出制度開始のお知らせ/ 瑞浪市建設部都市計画課
瑞浪市では、持続可能なまちづくりを目指すため「瑞浪市立地適正化計画」を令和３年４月１日に公表し、届
出制度を開始する予定です。これに伴い、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりに大きな影響のある開
発・建築行為をする場合は、着手前に市長へ届出が必要となりますので、お知らせいたします。
詳しくは 瑞浪市立地適正化計画

検索 ☜

https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004627/1003690/1001305/1006012.html
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〔１5〕浄化補助制度の改正及び下水道事業における区域外接続についてのお知らせ
/美濃加茂市建設水道部上下水道課
美濃加茂市では、令和３年４月１日から市の浄化補助制度が変更となり、下水道事業（蜂屋川公共・下米田特
環・農集）における区域外(認可外)接続について、これまでは一部接続を認める場合もありましたが、災害時の
汚水処理対策及び立地適正化の観点から次のように変更する旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
≪区域外接続の条件≫
① 農地について
・農振除外申請を要す農地は、令和３年６月の農振除外申請分まで。
・農振除外申請を要さない農地は、令和３年６月１７日(木)締切りの農地転用申請分まで。
② 農地以外について(宅地・雑種地・山林等)
・令和３年６月３０日(水)までに「排水設備等計画確認申請書」が提出されていること。
【お問い合わせ】美濃加茂市建設水道部上下水道課お客さま係 TEL：０５７４-２７-３７６３ 内線３２３・３２４

〔１6〕町有財産の売却について/北方町役場総務課
本巣郡北方町役場総務課より、未利用の町有財産について一般競争入札による売却の案内がありましたの
で、お知らせいたします。
【売却する町有財産(構造物付き)】 北方町芝原西町１丁目１４番地 他２筆 （芝原児童遊園及び芝原プール）
面積 ５７２．０３㎡、地目 公園
【参加申込の受付】 令和３年３月８日(月)から令和３年３月１７日(水)まで
平日の午前９時から午後５時 (役場総務課)
【入札保証金納付】 令和３年３月１９日(金) 入札当日受付時に手渡しにて納付
【入 札 会 場】 北方町役場 ２階 大会議室 （本巣郡北方町長谷川１－１）
【入 札 日 等】 令和３年３月１９日(金)１０：００～
詳しくは、北方町ホームページ

検索☜

【お問い合わせ先】北方町役場総務課

TEL０５８－３２３－１１１１(内線２４７)

〔１７〕第１回流通関連セミナー(ＷＥＢ)公開のご案内/全日本不動産関東流通センター
全日本不動産関東流通センターより、Ｗｅｂ動画（録画）形式のセミナーを配信いたします。内容としましては、
「業務関連知識の習得等を目的とした自主参加型セミナー」です。是非、ご視聴下さい。
【公開期間】 令和３年３月５日(金)１１：００～３月１２日(金)１７：００まで
【公開場所】 YouTube
【テ ー マ】 テレワークの普及で住宅市場はどうなる
【講
師】 「ＳＵＵＭＯ」副編集長 笠松美香先生
【参加対象者】 申込は必要ありません。どなたでもご視聴いただけます。
【受 講 料】 無料 (期間内であれば、何度でもご視聴いただけます。)
【視聴方法】 ①関東流通センター 検察☜
②関東流通センターホームページ画面中央にセミナー受講専用ボタンがあります クリック
③画面が YouTube に移りますので動画再生
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