アクセス
《講演会会場》 ベルサール高田馬場
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第 1 会議室

住宅セーフティネット法 における
家財整理サービスの 重要性

東京都新宿区大久保 3-8-2
新宿ガーデンタワー 1 階
・JR 高田馬場駅

戸山口より徒歩 8 分

・メトロ副都心線西早稲田駅

!

一般社団法人家財整理相談窓口
第 7 回 定時社員総会および講演会

徒歩 7 分

謹啓 平素より格別のご愛顧、お引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
平成 27 年 2 月に設立しました一般社団法人家財整理相談窓口も、令和 2 年 11 月で第 7 期を迎えること
ができました。これもひとえに皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
つきましては、第７回定時社員総会と講演会を下記の通り開催いたします。新型コロナ禍を考慮して、
オンライン配信を同時開催し、懇親会は中止させていただきます。
令和 2 年は新型コロナに振り回された年でしたが、令和 3 年、我々家財整理業界がウィズコロナ時代を
進んでいくにあたって、家財整理の重要性を再確認できる講演とパネルディスカッションを用意して
いますので、お忙しいとは存じますが、お誘い合わせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。
謹白

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください

◇当日 37.5℃以上の熱のある方、体調のすぐれない方、
同居家族や 14 日以内に会った人に感染が疑われる人がいる方は、
来場をご遠慮ください。

開催

◇会場内ではマスク等の着用、咳エチケットの励行をお願いします。
◇会場入室時の手指の消毒及び検温にご協力をお願いします。

     
定時社員総会 /

金

    ~

会 場：ベルサール高田馬場 第1 会議室

講演会 /

    ~  

無料

オンライン参加方法 オンライン会議システム「Zoom」を利用します。
《 定時社員総会 》※正会員のみの参加となります

・受講にはＰＣまたはスマートフォンをご準備ください。

13:00 開催

・スマートフォンの場合は事前に「Zoom」アプリのダウンロードが必要です。
・参加お申し込み後にご案内する Zoom の URL をクリックしてセミナーへご参加ください。

参加申し込みはＷＥＢから

《 講演会 & パネルディスカッション 》

先着順により
締め切らせていただく場合がございますのでご了承ください。

右のＱＲコードまたは下記ＵＲＬから専用フォームへアクセス
申込期限：２０２１年１月１５日（金）
申込用ＵＲＬ：https://forms.gle/zvYS7fFgSd1yeCZz9

14:00 主催者挨拶 一般社団法人家財整理相談窓口 代表理事 神野 敏幸
14:05 基調講演「新たな住宅セーフティネット制度における居住支援について」
国土交通省住宅局 安心居住推進課長 藤田 一郎 氏
15:00 講 演「札幌市営住宅における『見まもりサービス』の導入と
『高齢者の居住支援』の取組みについて」
一般財団法人札幌市住宅管理公社 保全部管理課長 斉藤 伸作 氏
（休憩） 15:50 〜 16:05

申込用ＱＲコード

※家財整理相談窓口ＨＰのトップにある「お知らせ・イベント・セミナー」からも
専用フォームへアクセスできます。

専用フォームからご入力いただき、お申し込み完了です！

〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 新宿ガーデンタワー13 階
TEL：03-5287-4387 FAX：03-3200-5660

E-mail : info@kazaiseiri-soudan.org

16:05 パネルディスカッション「家財整理事業における差別化を考える」
〖パネリスト〗 国土交通省住宅局 安心居住推進課 課長補佐 山口 秀太 氏
札幌市住宅管理公社 保全部管理課長 斉藤 伸作 氏
全国農業協同組合連合会 くらし支援事業部
くらし企画課 課長 高橋 一 氏
一般社団法人家財整理相談窓口 理事 岩橋 ひろし 氏
一般社団法人家財整理相談窓口 理事 大邑 政勝 氏
〖 コーディネーター〗日報ビジネス株式会社環境編集部 部長 新倉 充 氏
17:30 講演会 閉会

参加費

一般社団法人家財整理相談窓口の最近の主な活動

北海道（北海道指定第 15 号）、福島県（福島県指定第 4 号）、栃木県（栃木県指定第 2 号）、

2020 年
1月

住宅確保要配慮者居住支援法人指定認可
千葉県（千葉県指定法人第 0005 号）、埼玉県（指定番号 5 ）、東京都（東京都知事第 17 号）、

愛知県居住支援セミナー（令和元年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業）
21 日 ナディアパーク 国際デザインセンタービル（ 愛知県名古屋市 ）
講演：①愛知県 建設局住宅計画課 石原課長補佐
「愛知県における住宅セーフティネット制度の取組状況について」
②名古屋市 住宅都市局住宅企画課 藤井主査
「名古屋市における住宅セーフティネット制度の取組について」
③札幌市住宅管理公社 斉藤氏「見守りサービス導入と高齢者居住支援の取り組み」
④住宅金融支援機構 住宅融資保険部 牟田グループ長「家賃債務保証保険の概要」
⑤家財整理相談窓口 神野代表理事「家財整理業者としての使命・役割」

令和２年 家財整理相談窓口 講演会および賀詞交歓会
28 日 TKP 新宿カンファレンスセンター（ 東京都新宿区 ）
講演： ①国土交通省住宅局安心居住推進課 川野課長
「新たな住宅セーフティネット制度による居住支援の状況」
②日報ビジネス株式会社 環境編集部 新倉部長「記者の目からみた家財整理業界」
③株式会社プロアシスト 木下社長
「家財整理業界で生き残るためのリサイクル・リユースについて」
シンポジウム：「一般廃棄物収集運搬の許可」

東京都居住支援セミナー（令和元年度重層的住宅セーフティネット構築事業）
29 日 住宅金融支援機構すまい・るホール（ 東京都文京区 )
講演： ①東京都 住宅政策本部民間住宅課 菅氏
「住宅セイフティネットに関する都の取組及び都指定居住支援法人による取組」
②東京都 住宅政策本部企画経理課 佐藤氏「東京都居住支援協議会による取組」
③住宅金融支援機構 住宅融資保険部 牟田グループ長「家賃債務保証保険の概要」
④（一社）ＬＡＮＳ 鈴木理事「茨城県居住支援法人の取組事例」
⑤（一社）家財整理相談窓口 大邑理事「家財整理業者と社会福祉団体との連携」

神奈川県（神・法人 19-0002 ）、愛知県（愛知第 14 号）、大阪府（大居 052 ）
、
兵庫県（兵居支第 0013 号）、福岡県（福岡県知事 ）

主な支援事業実績
・平成 30 年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業
・令和元年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業

主な業務連携先
ミサワホーム株式会社、ＮＰＯ法人日本地主家主協会、一般社団法人日本リユース機構、
西武信用金庫、一般社団法人相続ファシリテーター協会、株式会社ニュー・ライフ・フロンティア、
全国農業協同連合会、三菱地所ハウスネット株式会社、株式会社セゾンファンデックス、
株式会社マザアス、NPO 法人空家・空地管理センター、ホームネット株式会社、他

行政等との関係状況
国土交通省安心居住政策研究会（外部識者として参加理事）（H27.12.24）
茅ケ崎市 住まいの相談窓口協力団体（H28. 〜）
かながわ住まいまちづくり協会 （神奈川県居住支援協議会 空き家総合相談協力事業者）
世田谷区社会福祉協議会

終活相談会メンバー、他各地の社会福祉協議会、

全国居住支援法人協議会（1 号会員）
居住支援協議会（北海道、東京都、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、

9 月 2020 オンライン家財整理事業者向けセミナー（ 15 日 ）
講演：①（合）Summerﬁeld 夏原代表「今を乗り切る！ 公的支援活用のコツ）」
② デジタルデータソリューション㈱ 上谷 COO「現場から見たデジタル遺品の課題」
シンポジウム：
「ウィズコロナ時代を生き抜くための家財整理事業を考える」

11 月 世田谷区社会福祉協議会
11 日

終活相談会

深沢区民センター（ 東京都世田谷区 ）

栃木県居住支援セミナー
16 日 栃木県総合文化センター（ 栃木県宇都宮市 ）
講演：①栃木県県土整備部住宅課 松本技師「栃木県における居住支援の取組状況」
②（一社）LANS 鈴木理事「茨城県居住支援法人の取組事例報告」
③ホームネット㈱ 営業本部 種田課長「高齢社会の動向と今後の空室対策」
④（一社）家財整理相談窓口 江連理事「家財整理業者としての使命・役割」

本別町、横浜市、川崎市、福岡市、北九州市）
大野城市生活支援体制整備事業第１層協議体委員（厚生労働省）

他

賛助会員
三井住友海上火災保険株式会社

セントラル警備保障株式会社

弁護士法人朱雀法律事務所

デジタルデータソリューション株式会社

株式会社インテンスプロジェクト

アイアル少額短期保険株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

e-Net 少額短期保険株式会社、

特定非営利活動法人日本地主家主協会、

株式会社ピースリー

株式会社あおぞら不動産管理

三菱地所ハウスネット株式会社

株式会社マーキュリー（買取専門店 諭吉） 三井住友銀行新宿法人営業第二部
エイ・ワン少額短期保険株式会社

株式会社みずほ銀行高田馬場支店

REJ・ディベロップメント株式会社

株式会社リングロイヤルエテート

株式会社ギャラリーレア

株式会社ミライカ美術
（順不同）

