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●４月の新入会者のご紹介 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

入会日 免許番号 商号・名称 代表者 住所 電話番号 

R.2.4.10 
新潟県知事

（１）5510 
㈱アールツー 坂口伶奈 

新潟市中央区学校町通３番町

484番地 6 
025-201-6153 

R2.4.17 
新潟県知事

（１）5509 
㈱愛幸堂 高橋隆幸 新潟市東区物見山 3-2-8 025-270-9707 

商号・名称 変更事項 変更内容 

伊津分店 事務所所在地の変更 新住所：〒940-0856 長岡市美沢 1 丁目 494-15 

㈱ひやく商会 専任取引士の増員 新取引士：鳥屋 信裕 登録番号（新潟）第 11083 号 

㈱豊和建設 専任取引士の交代 
新取引士：池田 康生 登録番号（新潟）第 9763 号 

旧取引士：川崎 勝義 

ハーバーハウス㈱ 〃 
新取引士：吉澤 雄貴 登録番号（新潟）第 12726 号 

旧取引士：菊地 平祐 

ハーバーエステート㈱ 〃 
新取引士：菊地 平祐 登録番号（新潟）11399 号 

旧取引士：山田 路子 

〃     長岡支店 
政令使用人・ 

専任取引士の交代 

新使用人：西村 圭輔 旧使用人：駒沢正浩 

新取引士：風間 紗穂梨 登録番号（新潟）12499 号 

旧取引士：駒沢 正浩 

〃    燕三条支店 専任取引士の交代 
新取引士：山田 路子 登録番号（東京）211411 号 

旧取引士：佐藤 純也 

 
全日にいがた通信 

定時総会開催中止のご報告 並びに 議決権行使書面返信のお願い 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大規模集会等の自粛が求められているところであり、その収束が 

見通せない状況下に鑑みて、今月に開催予定でありました当本部定時総会並びに年次大会は中止とさせて頂き

ます。総会の目的事項である報告事項につきましては、会員各位に郵送する議案書をもって報告とさせて頂き 

たく、事情ご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

また、今年度より 一般社団法人全国不動産協会（ＴＲＡ）が始動しました。こちらの団体の第１回定時総会に 

つきましても全日・保証・日政連同様に中止とさせて頂きます。 

   尚、全国不動産協会（ＴＲＡ）につきましては、決議事項 （第１号議案・第２号議案） がございます。 

到着しました総会資料に同封された「定時総会に係る議決権行使書（ピンク色の用紙）」内の、 賛・否 

いずれかに〇をつけ、署名捺印後、必ず５月１５日（金）までにＦＡＸにてご返信下さいますようお願い 

いたします。 

 

 

発行／公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部 

     公益社団法人 不動産保証協会新潟県本部 

発行人／ 高木剛俊  編集／広報委員会 

〒950-0961 新潟市中央区東出来島７番１５号  

全日新潟会館 

TEL 025-385-7719  FAX 025-385-7785 

 

本部会員数   主たる事務所    ２４６社    従たる事務所    ２２ヶ所  (令和２年４月３０日現在)  

全国会員数   主たる事務所 ３１，８０６社    従たる事務所 ３，６８１ヶ所  (令和２年３月３１日現在) 

●会員変更事項 
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新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策について 
 

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策サイトを下記の通りご紹介いたします。なお、最新情報などにつきま

しては、全日新潟県本部ＨＰの「お知らせ欄」にも随時掲載しておりますのでそちらも併せてご覧ください。 

全日新潟県本部ＨＰ https://niigata.zennichi.or.jp/ 

 

新潟県 新型コロナウイルス感染症対策 事業者の皆様へ （4/30 現在） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyousya.html 

「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」「元金の返済猶予」等 

新潟県 新型コロナウイルス感染症で生活に影響のある個人の皆様へ （4/30 現在） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kouhou/shingata-corona-kojinshien.html 

「個人向け緊急小口資金等の貸付（無利子）」「離職者生活ローン」「勤労者生活支援特別融資制度」 

「住宅確保給付金の支給」「大学生等に対する修学支援」「納税猶予」「労働相談」等 

新潟市内の中小企業・小規模事業者向け支援策 （4/30 現在） 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/index.html 

「新潟市感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」「新潟市テナント等家賃減額協力金」「緊急事態措置及

び協力金」「持続化給付金（経済産業省）」「雇用調整助成金（厚生労働省）」「経営相談窓口」等 

各省庁などの新型コロナウイルス感染症対応ページ（4/30 現在） 

〇「新型コロナウイルス感染症 ご利用くださいお役立ち情報」首相官邸ページ 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html 

〇国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html 

「住宅ローン減税の適用要件が弾力化」「次世代住宅ポイント制度【新型コロナウイルス感染症対応】」等 

〇厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata 

  「雇用調整助成金」「働き方改革推進支援助成金の特例」「小学校休業等対応助成金」等 

〇経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 「持続化給付金」「資金相談特設サイト」「テナント家賃の支払いを支援する制度」等 

〇総務省    https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html 

 「特定低額給付金（仮称）」「公共料金関係」等 

〇生活困窮者自立支援制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html 

「住居確保給付金制度」「一時生活支援事業」等 

〇日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」等 

〇新潟県社会福祉協議会  www.fukushiniigata.or.jp/ 

「生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金等の特例貸付）」等 

〇中小企業向け補助金・支援サイト「ミラサポ plus」 https://mirasapo-plus.go.jp/」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://niigata.zennichi.or.jp/
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyousya.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kouhou/shingata-corona-kojinshien.html
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
http://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
http://www.fukushiniigata.or.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/
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公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部 http://www.niigata.zennichi.or.jp/ 

●新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえた宅地建物取引業に係る手続きについて 

新潟県土木部都市局建築住宅課より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、宅地建物取引業法

に係る手続き（免許申請・免許更新・変更書類）については、原則として 郵送 により対応することとなる旨の連絡がござ 

いました。詳細は、４月２３日付文書（メール・ＦＡＸ済）にてご確認下さい。 

提出方法等でご不明な点がございましたら、協会事務局までお問い合わせ下さい。 協会事務局 025-385-7719 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●民法改正に関するｅラーニング公開について 

４月１日より民法が改正されたことにより、皆様が取り扱う売買契約並びに賃貸借契約の内容が変更されております。 

全日では、「民法改正が実務に与える影響」と題し、講義動画を 「全日保証研修 ｅラーニングシステム」 に公開しており

ます。移行前に既に内容を把握されている方もいらっしゃると思いますが、今一度、従業者教育の一環として、こちらの 

e ラーニング研修を受講頂き、取引事故の未然防止にお役立て下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

会員の皆様のアクセス先や受講方法に変更はありません。ラビーネットから入り、受講して下さい。 

※「ラビーネット」 ＵＲＬ https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/  受講にはラビーネットのＩＤとパスワードが必要です。 

※本講義修了証書の発行はありません。 

※本講義はステップアップトレーニングです。 また、ｅラーニングのみの講義となります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●全日専用コールセンター休止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大により政府より緊急事態宣言が発令されたことを受け、東京都内にて運営しておりま

す、全日専用の【契約書操作のコールセンター】並びに【全日不動産相談センター】 を、５月６日（祝水）まで休止させて

頂くこととなりました。これに伴い、会員の方からの 契約書関係の操作に関する お問い合わせをお受けするフォームを

設置いたしましたのでご案内いたします。フォームについては、総本部 HPの TOPお知らせ内、契約書ページの TOP

（PDF参照）の新着情報からアクセスすることができます。 

総本部 TOP http://www.zennichi.or.jp/  

お知らせ  http://www.zennichi.or.jp/2020/04/10/contractform/  

※取引・実務に関する相談（全日不動産相談センターへの相談案件）については、本フォームでお受けできません。 

取引・実務に関する相談については、下記の適正取引推進機構、流通推進センターの相談窓口にお問い合わせいた

だくようお願い申し上げます。 

なお、各窓口とも全日の窓口ではなく、外部団体の窓口となること、また全日の書式等を用いた契約としての話では 

なく、契約や取引の一般的な質問として連絡いただくようお願いいたします。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●空き店舗等活用商店街エリア活性化事業の募集のご案内 

新潟県では、商店街にある空き店舗等の遊休不動産をリノベーションし、小売業に限らず多様な業種の人々が連携す

ることで、新たな価値を生み出し、商店街エリア全体の魅力を向上させる取組を支援するため、空き店舗等活用商店街

エリア活性化事業を実施します。詳細につきましては、下記サイトをご覧ください。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shogyoshinko/20200313akitenpo.html 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（一財）適正取引推進機構         ０３－３４３５－８１１１ （当面の間１１：００～１５：００） 

（公社）流通推進センター 相談窓口   ０３－５８４３－２０８１ （当面の間１１：００～１５：００） 

 

民法改正が実務に与える影響 【売買編】 動画１６本 約 83 分 

民法改正が実務に与える影響 【賃貸編】 動画４１本 約 287分  ※売買編と賃貸編の二つの入口がございます。 

 

【お悔やみ】 

当県本部の会員である エル・フォート 代表 横木 久 氏におかれましては、急病のため、４月２４日にご逝去さ

れました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。 

 

https://portal.rabbynet.zennichi.or.jp/
http://www.zennichi.or.jp/
http://www.zennichi.or.jp/2020/04/10/contractform/
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shogyoshinko/20200313akitenpo.html

