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●会員変更事項
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●今後の行事予定   

日報住まいのリフォームフェア２０１７春 新潟会場  

日    時 ： ３月 ４日（土） ５日（日） １０時００分～１７時００分 

会    場 ： 新潟市産業振興センター （新潟市中央区鐘木１８５－１０） 

内    容 ： 新潟日報主催の県下最大級 約２４０社・団体が一堂に集う住まいの祭典 

※当会は新潟会場にてブースを出展、不動産に関する相談コーナーを設置予定。  

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

●新潟県及び市町村の住宅関連支援策について 

新潟県では、県及び市町村の住宅関連支援策について新潟県内全ての支援策をまとめて掲載しています。 

「仕事」「住宅」「結婚・子育て」等の支援区分別、市町村等別にまとめており、検索用エクセルデータもございます。 

ぜひ、ご活用下さい。 

 

下記ページの「平成 28年度 新潟県Ｕ・Ｉターン促進支援策一覧（検索用）」のエクセルファイルで区分「住宅」を選択して

ご覧いただけます。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kurashi/1356811043063.html 

 

 

※関連サイト県移住サイト「にいがた暮らし」 

http://www.furusato-niigata.com/ の「にいがたＵ・Ｉターン支援策」バナーからもご覧いただけます。 

 

 

●商号・名称 変更事項 変更内容 

(有)タクマ企画 
所在地・電話番号の

変更 

新住所    燕市笈ケ島 1221番地 3 

新電話番号 ０２５６－７７－８０８１ 

（旧住所 西蒲原郡弥彦村大字井田 3910番地 9） 
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新規業者の入会に直接ご尽力を頂いた会員様に対し、協会より感謝の意をこめ商品券３万円を進呈致します！！ 

免許申請及び入会パンフレット・入会書類につきましては、県本部事務局までお問い合わせ下さい。 

最新の入会金の詳細はこちらをご覧ください。 http://niigata.zennichi.or.jp/cost.html  

本部会員数   主たる事務所    ２１９社    従たる事務所    ２５ヶ所  (平成２９年２月２８日現在)  

全国会員数   主たる事務所 ２９，１５０社    従たる事務所 ３，４０７ヶ所  (平成２９年１月３１日現在) 

入会希望者の紹介をお願いしまーす！！ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kurashi/1356811043063.html
http://www.furusato-niigata.com/
http://niigata.zennichi.or.jp/cost.html
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●新潟市における空き家等対策の推進に関する連携協定締結式について 

新潟市が、昨年４月２５日、当新潟県本部、新潟県宅地建物取引業協会、新潟市シルバー人材センターの３団体と 

空き家等対策の推進に関する連携協定を締結したことは、昨年のにいがた通信５月号にてお知らせいたしました。 

その後、意見交換会を重ね、１月２５日（水）、新潟市は上記３団体の他に新たに空き家対策に関係する１０団体とも連 

携協定を締結。その締結式に、当本部高木剛俊本部長も出席いたしました。 

この協定は、新潟市内の空き家等について、不動産・建築・その他の関係団体との連携・協力の体制を構築すること 

で、総合的な空き家等対策を推進し、市民が安心・安全に暮らせるまちづくりに資することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

締結式の様子（1/25）               新潟市・１３団体との記念撮影 

 

●新潟市内の空き家に関する協力店の募集 

上記記事のとおり、全日本不動産協会新潟県本部は他１２団体とともに、新潟市と 「新潟市における空き家等の推進

に関する連携協定」 を締結しております。そこで、新潟市内に所在する空き家に関する個別の相談にスピーディー に 

対応できるよう、このたび、会員の皆様より協力店を募集することといたしました。        

◎協力店とは・・・新潟市内に所在する空き家（もしくはこれから空き家になる可能性のある建物）に関するご相談

に対応して頂ける不動産会社です。 

◎流れ・・・・・・・・空き家に関するご相談やお問合せが協会に入った際、相談者には協力店リストをご案内します。 

協力店リストの中から、相談者自らが業者を選択し、直接問い合わせをされ、直接交渉となりま 

す。場合によって対応できなケースもあるということは、予め相談者にお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

上記のようなご相談に対応頂ける業者様は、協会までご連絡ください。（協会事務局 ☎０２５－３８５－７７１９） 

主なご相談例 

  ① 既に空き家になっている本人名義又は親（親族）名義の家を売りたい（貸したい） 

  ②  これから空き家になる可能性のある本人名義又は親（親族）名義の家を売りたい（貸したい） 

  ③  空き家を売りたい（貸したい）ので査定をしてほしい 

④  遠方に住んでいて管理が大変なので、空き家の管理を任せたい      etc 

 

法律上の問題、債務      登記、成年後見、相続など      相続など、権利義務関係書類作成 

     新潟県弁護士会           新潟県司法書士会               新潟県行政書士会   

土地・建物の表示に関する登記、境界の調査・測量            庭木の管理（剪定、伐採など）        

新潟県土地家屋調査士会                 一般社団法人 新潟市造園建設業協会    

建物の解体                                建物の改修  

一般社団法人 新潟県解体工事業協会              新潟地域住宅相談協議会 

利活用に関する相談 

(一社)全国空き家相談士会新潟支部・(一社) 新潟県建築士会・(一社) 新潟県建築士事務所協会 

            

 

※下記は新しく協定を結んだ団体※ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●新潟地域振興局 地域整備部 移転のお知らせ 

新潟市、五泉市、阿賀町に事務所が所在する宅建業者様におかれましては、３月６日（月）より、免許更新申請、変更

申請、廃業申請を行う地域振興局が下記の住所に移転いたしますのでご案内いたします。 

                                     

  

住所  新潟市東区竹尾２丁目２－８０  （旧 新潟東工業高校） 

  電話  建築課 ０２５－２７３－３２０４ 

  

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

●宅地建物取引業者の一斉立入調査結果について 

新潟県建築住宅課住宅宅地係が例年行っている宅建業者の一斉立入調査について、本年度は９２業者に立入調査

が行われました。下記の項目について違反が多く見られたとの報告がございました。会員の皆様には法令遵守に一層

心がけて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。 

 

違反が多く見られた項目 

○ 媒介契約の締結に係る書面の不交付 

○ 自己の所有に属しない物件に係る売買契約締結制限違反 

○ 従業者証明書の不携帯 

○ 報酬額の掲示義務違反（消費税率改定未反映含む） 

○ 従業者名簿の備付け義務違反 

○ 帳簿の備付け義務違反 

 

掲示物、携帯・提示物（入会説明会の際に無償でお渡ししたものを含む）の所持、書類等の設置がなされているかどう

か、今一度ご確認下さいますようお願い申し上げます。 

 

    ◎標識、宅建業者票、報酬額表（平成２６年４月１日施行 消費税率８％のもの）の掲示等 

① 宅建業者票・・・・県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

② 報酬額表・・・・・・総本部ホームページにてダウンロード可  県本部にて販売（１部１５０円 用紙） 

③ 個人情報の取扱いについて・・・・・総本部ホームページにてダウンロード可 

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

 業務開始 平成２９年 ３月 ６日（月） から 

 

※３月３日（金）までは、現在の川岸町庁舎にて業務を行います。 
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●糸魚川駅北大火への義援金贈呈について 

  昨年１２月２２日に発生した「平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災」に際し、２月２日（木）、当新潟県本部 

小田嶋武史副本部長と池田良子上越事務所長の両名が糸魚川市役所の会計課を訪問。全日本不動産協会新潟県本

部として、義援金１０万円を糸魚川市へ贈呈しました。 

    

               糸魚川市役所会計課へ義援金贈呈  右：小田嶋武史副本部長 

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

●第４回法定研修会 開催報告 

２月８日（水）、新潟市中央区にある新潟ユニゾンプラザ 大研修室にて、第４回法定研修会が開催され、１３５名の会 

員の皆様が出席されました。 

第１部では「世界・日本・新潟県の経済情勢」と題し、日本銀行新潟支店 支店長 亀田制作氏より講演頂きました。 

続いて、第２部では「宅建業法改正と住宅インスペクション」と題し、ジャパンホームシールド㈱ 市場開発課 川上拓也

氏より講演頂き、第３部では「未来を見据えた不動産業の経営改新」と題し、㈲ＭＣＡ 代表取締役 小松俊樹氏より 

講演頂きました。参加者アンケートの回答をまとめたところ、第１部の回答として、「新潟県の経済情勢を分かりやすく把

握できた」 「経済情勢について日銀の支店長から話がきけたいい機会だった」 「情報分析が明瞭でそれに関する説明

がわかりやすかった」 「終わりの部分の新潟県の優位性という視点は今までにない話だった」との回答の一方、「自社

の事業との関りが今一つピンと来なかった」「もう少し専門分野での掘り下げた情報があったら良かった」という感想もあ

りましたが、８４．４％の方から「概ね満足した」との回答を頂きました。第２部の回答として、「初回登録無料と知り検討後

やってみようかと思う」「インスペクションのことがよくわかった」「より安心・安全にお客様に紹介するために必要だと感じ

た」などの回答の一方、「説明が下手で聞きづらかった」「要点があまりつかめなかった」「抑揚をつけて話してほしい」と

いう感想もありましたが、７３．３％の方から「概ね満足した」との回答を頂きました。最後に第３部の回答として、「新しい

視点で物を考えることの大切さを知った」「話の組み立て、話し方がゆっくりでよく理解できた」「事業構造といった点で経

営の在り方について学ぶことが出来た」「ビジネスの指針が得られて良かった」「小松先生のお話は分かりやすくて身近

に感じる」などの回答の一方、「ちょっと古い物の見方で時代の先を見て世界の今後の行き先を説明してほしかった」とい

う感想もありましたが、８２．２％の方から「概ね満足した」との回答を頂きました。 

今年度の法定研修会は以上となります。今後取り上げてほしいテーマ等多数ご意見を頂きましたので、研修委員会に

て調査研究、検討し、次回以降の研修会の参考とさせて頂きます。                      教育研修委員会 

                                      

       

 

亀田制作 日銀新潟支店長 

ジャパンホームシールド 

川上卓也氏 (有)ＭＣＡ 小松俊樹氏 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●第３回ラビットカップ開催報告 

２月 ５日（日）、新潟市中央区にある新潟市体育館にて当本部主催の第３回ラビットカップＵ-12（12歳以下）フットサ

ル大会が開催されました。昨年一昨年同様、本大会のＭＣを担当したのは、サッカーＪ１アルビレックス新潟のホーム戦

でおなじみ、お笑い集団 NAMARAの森下英也さん！大いに大会を盛り上げて下さいました。 

大会は、県内の１５チームと石川県の１チームを加えた全１６チームが参加し、４ブロックに分かれてリーグ戦を行い、

各ブロックの上位２チームが決勝トーナメントへ進みます。 

 昨年同様、どのチームも小学生とは思えぬ高度なプレー、白熱した試合展開に、新潟県内のフットサルチームのレベ

ルの高さを実感させられました。また、大会の中盤では、cabella niigataF3(北信越フットサルリーグ)対ヴィンセドール白

山（北信越フットサルリーグ・石川県）のエキシビションマッチも行われ、ＭＣ森下さんの熱のこもった実況と共に、レベル

の高い試合が繰り広げられ、会場の子どもたちも食い入るように観戦していました。結果は４－５でヴィンセドール白山

の勝利。その後、準決勝、３位決定戦、決勝が行われました。試合結果は、以下のとおり。 

優 勝 ＣＦ３ Ｕ－１２ 

準優勝 ＡＬＢ８ 

３ 位 セレッソ桜が丘 

４ 位 アルビレックス新潟Ｕ－１２ 

優勝、準優勝、３位、４位の４チームには、表彰状と記念品を、また、参加した子供たち全員に参加賞としてフットサル 

オリジナルナイロンバッグと大会オリジナル缶バッチを贈呈。青少年の健全な育成を目的とした本フットサル大会は、 

本年度も大変成功裏に終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
エキシビションマッチ cabella niigataF3 対ヴィンセドール白山 

優勝チーム CF３ U-12の選手たちと記念撮影  

左：高木本部長 中央：ラビーちゃん 

と 

参加者・スタッフ全員で記念撮影 


