
  

 

   

 
 

 

令和４年５月２５日（水）名古屋マリオットアソシアホテルにて全日愛知県本部「第６

２回定時総会」、ＴＲＡ愛知県本部「第３回定時総会」、保証愛知県本部「第４９回定時総

会」及び日政連愛知県本部「第３５回年次大会」が、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため十分な対策を行いながら、議場に参集する代議員の人数を１／２に制限して開催され

ました。 

全日代議員定数１１９名（当日出席代議員数５３名、委任状５４名）、ＴＲＡ代議員定

数１１９名（当日出席代議員数５３名、委任状５４名）、保証代議員定数１１９名（当日

出席代議員数５３名、委任状５４名）、日政連代議員定数１１９名（当日出席代議員数５

３名、委任状５４名）の代議員の参加のもと各議案の審議が行われました。総会終了後

は、感染防止対策を実施しながら懇親会が開催されました。以下審議結果を報告します。 

また、同日開催されました理事会では総会準備等、慎重審議を行いました。 

 

☆ 全日愛知県本部 第６２回定時総会 

１．目的事項 

【報告事項】 

  （１）令和３年度 事業活動報告に関する件 

  （２）令和３年度 決算報告に関する件 

  （３）令和３年度 監査報告に関する件 

  （４）令和４年度 事業活動計画に関する件 

  （５）令和４年度 収支予算に関する件 

 

２．感謝状並びに記念品贈呈 

慶弔取扱規定に則り、令和３年度に新入会員を２社以上ご紹介くださいました会員様

へ感謝の意を込めて、本部長より感謝状並びに記念品の贈呈を執り行いました。以下の

６名の方々が受章されました。 

 

㈱ＣＯＲＥ   代表取締役 白木 健嗣 様 

㈱ｄｉｃｉｏｔｔｏ  代表取締役 石原 傳也 様 

㈱ウィズコーポレーション 代表取締役 渡邊 健太郎 様 

㈱グッドハウス・プロ  代表取締役 萩原 幸二 様 

㈱ワールド   代表取締役 石川 歩 様 

㈱不動産センター春日井  代表取締役 瀧本 安隆 様 

 

☆ ＴＲＡ愛知県本部 第３回定時総会 

１．目的事項 

【報告事項】 

（１）令和３年度事業活動報告に関する件 

（２）令和３年度決算報告に関する件 

（３）令和３年度監査報告に関する件 

令和４年 

５月号 

全日・保証・ＴＲＡ 愛知のたより 
 

名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 朝日生命名古屋栄ビル４階 
ＴＥＬ（０５２）２４１－０４６８（代）  ＦＡＸ（０５２）２４２－３５７７ 



  

（４）令和４年度事業活動計画に関する件 

（５）令和４年度収支予算に関する件 

 

☆ 保証愛知県本部 第４９回定時総会 

１．目的事項 

【報告事項】 

  （１）令和３年度 事業活動報告に関する件 

  （２）令和３年度 決算報告に関する件 

  （３）令和３年度 監査報告に関する件 

  （４）令和４年度 事業活動計画に関する件 

  （５）令和４年度 収支予算に関する件 

 

☆ 日政連愛知県本部 第３５回年次大会 

１．目的事項 

【報告事項】 

（１）令和３年度 活動報告に関する件 

（２）令和３年度 収支決算報告に関する件 

（３）令和３年度 監査報告に関する件 

（４）令和４年度 活動方針に関する件 

（５）令和４年度 収支予算に関する件 

 

✽✽✽ 理 事 会 審 議 事 項 ✽✽✽ 

 

１．代表者変更、従たる事務所新設に関する件 

標題の件について審議の結果、代表者変更２社、従たる事務所４社が原案どおり承

認されました。主たる事務所６社については書面審議にて審議済みです。 

２．総会の運営に関する件 

総会の出席者、代議員、委任状提出や質疑・要望など、総会の運営に関する件につい

て、審議の結果、原案通り承認されました。 

３．その他 

（１）中央支部選出委員の変更に関する件 

中央支部選出の教育研修委員および青年部員の変更に関する件について、原案ど

おり承認されました。新たに選出されました委員をご報告します。 

 

※教育研修委員 森 隆浩    ※青年部員 前野 勇貴 

 

（２）全国一斉無料相談会の運営に関する件 

当協会の事業活動の一つとして、消費者への不動産に関する知識の普及向上、不

動産取引事故の未然防止を図るため、全国各所において不動産無料相談会を毎年実

施しております。令和２年度および令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止となりましたが、今年度は十分な感染防止対策を実施しながら開催する

ことが決まりました。 

 

【日 時】令和４年１０月１日（土） １０：００～１６：００ 

 

【場 所】ＪＲゲートタワーイベントスペース 



  

 

✽✽✽ 理 事 会 報 告 事 項 ✽✽✽ 

 

１．行事報告    

☆ 本部事業・支部事業・他団体事業の行事報告は以下のとおりです。 

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 担当者 

4.04 衆議院議員 長坂康正躍進の集い 名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 萩原本部長、 

岩月理事 

4.05 支部監査会 愛知県本部 財務委員長、 

監事団、 

支部会計責任者 

4.07 中部地方整備局 着任挨拶 愛知県本部 事務局 

4.08 参議院議員選挙立候補者 斎藤嘉隆氏へ推薦

状公布 

  

4.11 本部監査会 愛知県本部 財務委員長、 

監事団 

4.12 全日保証 合同理事会 愛知県本部 役員 

4.12 ＴＲＡ 理事会 愛知県本部 役員 

4.12 日政連 幹事会 愛知県本部 役員 

4.12 会館建設特別委員会 

今後の進め方について 

愛知県本部 委員 

4.13 総会議案書印刷   

4.13 自民党愛知県支部 要望書に対する回答持参 愛知県本部 事務局 

4.14 無料相談委員会 

行政訪問について報告 

愛知県本部 委員 

4.14 志公会と語る夕べ ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ 萩原本部長 

4.15 三河支部 役員会 御用鮨 支部役員 

4.18 2022年里見会総会 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 萩原本部長、 

林副本部長 

岩月理事 

4.22 総会議案書発送   

4.25 資格審査委員会 

入会申込者の審査６件、代表者変更２件、従

たる事務所新設４件について協議が行われま

した。 

愛知県本部 委員 

4.25 公明党愛知県本部政経懇談会 JR ｹﾞｰﾄﾀﾜｰ 萩原本部長、 

江尻副本部長、 

渡邊副本部長、 

加藤理事 

4.25 愛知ゆとりある住まい推進協議会企画委員会 Zoom 事務局 

4.26 三河支部 定時総会 

 

岡崎ニューグラ

ンドホテル 

支部会員 

4.26 中央支部 定時総会 名古屋商工会議所 支部会員 

4.26 名西支部 定時総会 なごのキャンパス 支部会員 

4.26 名南支部 定時総会 名古屋金山ホテル 支部会員 

4.27 名北支部 定時総会 

 

名古屋西生涯学

習センター 

支部会員 

4.28 尾張支部 定時総会 小牧市勤労センター 支部会員 

4.28 総本部 財務委員会 全日会館 萩原本部長 



  

会議内容の詳細について、すべてをお伝えすべきところですが、伝えきれていない部

分が多々あるかと思います。 

【総会・理事会議事録】【各種会議報告書】は、事務局にて閲覧が可能です。くわし

い情報を必要とされる会員さんは、是非ご来局をお願いします。 

 

 

 

☆ 令和４年４月 新入会員ご紹介 ☆ 
【主たる事務所】 

商号／住所  代表者名 支部 

㈱ヤマタカホーム  山下 貴弘 名南 

  名古屋市天白区元植田 1-1303 ｼｬﾄﾚ元植田 101   

㈱乃窓  野尻 翔太 名西 

  名古屋市港区新船町 2-1-23 宝東海橋ﾊｲﾂ 408   

㈱善匠  丹羽 敦 名北 

  名古屋市西区堀越 3-14-5 ZENSHOO ﾋﾞﾙ北館 1F   

㈱香椎組  香椎 裕太 名北 

  名古屋市東区東桜 2-13-1 east gather東桜 5F   

㈱サンテクノ  尾﨑 明日紀 中央 

  名古屋市中区大井町 2-19    

㈱大靖  古川 靖典 名西 

  清須市清洲 2685-7   

㈱ギビングバック  山下 正高 名西 

  名古屋市中村区横井 1-69 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ横井 203   

㈱石川商事  石川 真也 名東 

  名古屋市千種区山添町 1-10-1   

ヤマコウ㈱  山本 弘之 名東 

  名古屋市守山区吉根 3-1211 1F   

双葉開発㈱  野々垣 徹 名北 

  名古屋市東区泉 1-20-3 One泉 201   

安藤建築㈱  川口 雅巳 名南 

  名古屋市緑区鳴海町字長田 41   

清澄合同会社  中村 柚希 中央 

  名古屋市中区丸の内 3-7-26 ACA ﾋﾞﾙ 906   

環境ソリューションズ㈱  林 慶子 名南 

  知多市にしの台 4-16-24    

㈱ＧＲＡＮＳＴＡＧＥ  佐野 章 中央 

  名古屋市中区新栄 2-14-16 ｸﾙｰﾙﾘｿﾞｰﾄ 1階 C号室   

合同会社ＳＫグループ  佐々木 理 名東 

  名古屋市名東区社が丘 1-407 3階 C号室   

絆不動産㈱  髙橋 健史 尾張 

  春日井市瑞穂通 2-155-1 ｼｬﾄｰ瑞穂 303     

㈱満室ラボ  傍島 啓介 名西 

  一宮市栄 2-7-11     

Point 



  

 

☆  令和４年４～５月 代表者変更および従たる事務所新設 ☆ 
 

【代表者変更】 

 

商号／住所  代表者名  支部 

㈲三和ソイル  金村正春  中央 

名古屋市中区葵一丁目 20番 19号 芝電ﾋﾞﾙ 2階北号室   

ゴールドエイジ㈱  木村康之  名西 

名古屋市中村区名駅三丁目 11番 22号 IT名駅ﾋﾞﾙ 1階   

 

【従たる事務所新設】 

 

商号／住所  代表者名  支部 

㈱プレサンス住販 ﾗｲﾌｱｯﾌﾟｻﾛﾝ名古屋  山岸嘉章  中央 

名古屋市中区錦 3-6-8         

リゾートトラスト㈱ 名古屋白川支店  伏見有貴  中央 

名古屋市中区栄 2-6-1        

㈱ヒイラギ建設 岡崎支店  藤田浩  三河 

岡崎市羽根町字東荒子 57番地         

㈱翔栄 大阪オフィス  木村鉄三    

大阪府大阪市北区東天満 1-6-8 ﾗｼｰﾇ東天満 502     

 
【従たる事務所 埼玉県本部承認済み】 

 

商号／住所  代表者名  支部 

ケイアイスター不動産㈱ 千種営業所  塙圭二  名東 

名古屋市千種区内山 3-30-9 nonoha千種 8F-B   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

☆☆  ご紹介制度のご案内  ☆☆ 
ご紹介された入会申込者の方が、ご入会くだされば紹介交通費として４万円

を愛知県本部より進呈させていただいております。 

ただし、紹介者は１社のみとなります。 

 

お知り合いの方で不動産業の新規の開業をご検討されている方がいらっしゃ

いましたら、是非、当協会をご紹介ください。 

よろしくお願いします！！ 


